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第 1 部 IBM InfoSphere Information Server のインストールの
計画
IBM® InfoSphere™ Information Server をインストールする前に、システム要件を確
認し、層およびコンポーネントについて理解し、トポロジーをデザインして、イン
ストール・ステップを決定します。
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プランニング、インストール、および構成ガイド

第 1 章 層とコンポーネント
IBM InfoSphere Information Server 製品モジュールは、論理的な層にインストールし
ます。層 とは、 InfoSphere Information Server 内のコンポーネントと、それらのコ
ンポーネントがインストールされたコンピューターの論理的なグループです。
それぞれの層には、InfoSphere Information Server スイートと製品モジュールを構成
するコンポーネントのサブグループが含まれます。層は、製品モジュールのサービ
ス、ジョブ実行、およびメタデータとその他のデータのストレージを提供します。
InfoSphere Information Server には、以下の層があります。
クライアント層
開発と管理に使用されるクライアント・プログラムおよびコンソールと、そ
れらがインストールされたコンピューター。
エンジン層
コンポーネント (InfoSphere Information Server のエンジン・コンポーネン
ト、サービス・エージェントなど) と、それらのコンポーネントがインスト
ールされたコンピューターの論理グループ。InfoSphere Information Server
エンジンは、製品モジュールのジョブと他のタスクを実行します。
サービス層
アプリケーション・サーバー、共通サービス、およびスイートと製品モジュ
ールの製品サービスと、それらのコンポーネントがインストールされたコン
ピューター。サービス層は、共通サービス (メタデータおよびロギングなど)
と、特定の製品モジュールに固有のサービスを提供します。サービス層で、
IBM WebSphere® Application Server はサービスをホストします。サービス
層は、 Web ベースの InfoSphere Information Server アプリケーションもホ
ストします。
メタデータ・リポジトリー層
メタデータ・リポジトリーおよび IBM InfoSphere Information Analyzer 分
析データベース (インストールされている場合) と、それらのコンポーネン
トがインストールされたコンピューター。メタデータ・リポジトリーには、
InfoSphere Information Server 製品モジュールの共有メタデータ、データ、
および構成情報が含まれます。分析データベースは、InfoSphere Information
Analyzer の広範な分析データを保管します。

クライアント層
クライアント層は、開発、管理、およびその他のタスクに使用されるクライアン
ト・プログラムとコンソール、およびそれらがインストールされているコンピュー
ターから成ります。
選択した製品およびコンポーネントに基づいて、次のツールがクライアント層の一
部としてインストールされます。
v IBM InfoSphere Information Server コンソール
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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v IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
v IBM InfoSphere DataStage® and QualityStage™ アドミニストレーター・クライア
ント
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター・クライアント
v IBM InfoSphere FastTrack クライアント
v IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges
v IBM InfoSphere コネクター・マイグレーション・ツール
v IBM InfoSphere Information Server istool コマンド・ライン。istool フレームワー
クは、エンジン層とクライアント層にインストールされます。IBM InfoSphere
Information Analyzer、IBM InfoSphere Business Glossary、および InfoSphere
FastTrack のコマンドは、これらの製品がインストールされた場合にのみクライア
ントにインストールされます。
v InfoSphere Information Server のインストール時に、PDF 文書のインストールを選
択できます。PDF 文書のインストールを選択した場合、PDF 文書は、Windows
システムのクライアント層にインストールされます。
v マルチクライアント・マネージャーは、InfoSphere DataStage および InfoSphere
QualityStage クライアント層コンポーネントが組み込まれた製品をインストール
するとインストールされます。マルチクライアント・マネージャーにより、複数
のバージョンの InfoSphere DataStage クライアント間でクライアントを切り替え
ることができます。例えば、バージョン 8.5 のクライアントとバージョン 7.5 の
クライアントを切り替えることができます。
v MKS ツールキットは、クライアント層にインストールされます。このツール・セ
ットは、InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーによって使
用されます。
次のダイアグラムに、クライアント層を示します。

図 1. クライアント層コンポーネント
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エンジン層
エンジン層は、エンジン・コンポーネントの論理グループ (IBM InfoSphere
Information Server エンジン・コンポーネント、サービス・エージェントなど) およ
びこれらのコンピューターがインストールされているコンピューターから成りま
す。
いくつかの製品モジュールでは、特定のオペレーションのためにエンジン層が必要
です。このような製品モジュールのために、インストール処理の一部として、エン
ジン層コンポーネントをインストールします。次の製品モジュールにはエンジン層
が必要です。
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
v IBM InfoSphere Information Server istool コマンド・ライン。istool フレームワー
クは、エンジン層とクライアント層にインストールされます。InfoSphere
Information Analyzer および InfoSphere Metadata Workbench のコマンドは、これ
らの製品がインストールされた場合にのみエンジン層にインストールされます。
IBM InfoSphere FastTrack、IBM InfoSphere Business Glossary、および IBM
InfoSphere Business Glossary Anywhere は、エンジン層を必要としません。
Windows

単一のコンピューターには、InfoSphere Information Server エンジンは、1
つしかインストールできません。
Linux

UNIX

以下の構成がサポートされています。

v すべて同じ InfoSphere Information Server サービス層に登録されている、複数の
エンジン (各コンピューターに 1 つずつ)。
v 同じコンピューター上の複数のエンジン。この構成では、各エンジンは、異なる
サービス層に登録されている必要があります。この構成は、ITAG インストール
と呼びます。
インストール・プログラムで、各エンジン層の一部として、以下のエンジン・コン
ポーネントがインストールされます。
InfoSphere Information Server エンジン
検出、分析、クレンジング、変換などのタスクまたはジョブを実行します。
このエンジンには、InfoSphere Information Server の実行時環境を構成する
サーバー・エンジンやパラレル・エンジンなどのコンポーネントおよびその
製品コンポーネントが含まれます。
ASB エージェント
Java プロセスであり、 InfoSphere Information Server エンジン層をホストす
る各コンピューター上で、バックグラウンドで実行されます。サービス層で
実行されるサービスが、エンジン層コンポーネントでの処理が必要な要求を
受け取ると、エージェントは、要求を受け取って伝達します。
第 1 章 層とコンポーネント
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Linux

UNIX

エージェントは、ASBAgent という名前のデーモンと

して実行されます。
Windows

エージェントは、ASBAgent という名前のサービスとして実行さ

れます。
ASB エージェントには、以下が含まれます。
コネクター・アクセス・サービス・エージェント
エンジン層の ODBC ドライバー・コンポーネントとサービス層の
コネクター・アクセス・サービス・コンポーネント間でサービス要
求を伝達します。
InfoSphere Information Analyzer エージェント
エンジン層のエンジン・コンポーネントとサービス層の InfoSphere
Information Analyzer サービス・コンポーネント間でサービス要求を
伝達します。
InfoSphere Information Services Director エージェント
エンジン層のエンジン・コンポーネントとサービス層の InfoSphere
Information Services Director サービス・コンポーネント間でサービ
ス要求を伝達します。
ロギング・エージェント
メタデータ・リポジトリーにイベントのログを記録します。
Linux

UNIX

エージェントは、LoggingAgent というデーモンとして

実行されます。
Windows

エージェントは、LoggingAgent というサービスとして実行されま

す。
ODBC ドライバー
インストール・プログラムで、InfoSphere Information Server コンポーネン
トを処理するエンジン層で、ODBC ドライバーのセットがインストールさ
れます。これらのドライバーにより、ソース・データおよびターゲット・デ
ータに接続することができます。
リソース・トラッカー
インストール・プログラムは、InfoSphere DataStage および InfoSphere
QualityStage のエンジン・コンポーネントと共に、パラレル・ジョブのリソ
ース・トラッカーをインストールします。リソース・トラッカーは、パラレ
ル・ジョブを実行する各コンピューターのプロセッサー、メモリー、および
I/O の使用率をログに記録します。
dsrpcd (DSRPC サービス)
これにより、InfoSphere DataStage クライアントは、サーバー・エンジンに
接続できます。
Linux

UNIX

このプロセスは、デーモン (dsrpcd) として実行されま

す。
Windows
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ジョブ・モニター
パラレル・エンジン・ジョブから処理情報を収集する Java アプリケーショ
ン (JobMonApp)。情報は、パラレル・エンジン・ジョブのためにサーバー・
コントローラー・プロセスにルーティングされます。サーバー・コントロー
ラー・プロセスは、入出力数、アクセスされる外部リソース、オペレーター
開始時間、処理行数などの統計で、メタデータ・リポジトリー内の各種ファ
イルを更新します。
Windows

DataStage Engine Resource Service
サーバー・エンジン・プロセスで使用される共有メモリー構造を設定しま
す。

Windows

DataStage Telnet Service
これにより、ユーザーは、Telnet を使用してサーバー・エンジンに接続でき
ます。サーバー・エンジンの問題のデバッグに役立ちます。通常の
InfoSphere DataStage 処理では、開始する必要はありません。

Windows

MKS ツールキット
InfoSphere Information Server パラレル・エンジンがジョブを実行するため
に使用します。

IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges
Windows

エンジン層として Microsoft Windows 上にインストールできま
す。これらのコンポーネントは、メタデータをメタデータ・リポジトリーに
インポートしたり、メタデータ・リポジトリーからエクスポートしたりしま
す。
以下のダイアグラムで、エンジン層を構成するコンポーネントを示します。アスタ
リスク (*) が付いた項目は、Microsoft Windows インストール済み環境においての
み表示されます。

第 1 章 層とコンポーネント
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図 2. エンジン層コンポーネント

サービス層
サービス層は、アプリケーション・サーバー、スイートの共通サービス、製品モジ
ュール固有サービス、およびこれらのコンポーネントがインストールされているコ
ンピューターから成ります。
サービスの中には、すべての製品モジュールに共通のものがあります。インストー
ルした製品モジュールに固有のサービスもあります。サービス層は、メタデータ・
リポジトリー層とエンジン層にアクセスできる必要があります。
IBM WebSphere Application Server のインスタンスは、これらのサービスをホスト
します。スイートには、サポートされるオペレーティング・システム用のアプリケ
ーション・サーバーが付属しています。または、InfoSphere Information Server によ
ってそのバージョンがサポートされる場合は、WebSphere Application Server の既存
のインスタンスを使用できます。
次のダイアグラムに、サービス層のアプリケーション・サーバーで実行されるサー
ビスを示します。
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図 3. サービス層サービス

IBM InfoSphere Information Analyzer、IBM InfoSphere Information Services
Director、IBM InfoSphere FastTrack、IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere
QualityStage、IBM InfoSphere Business Glossary、および IBM InfoSphere Metadata
Workbench の製品モジュールに固有のサービスは、サービス層に含まれます。ま
た、ODBC ドライバー・コンポーネントおよびエンジン層のコネクター・アクセ
ス・サービス・エージェントを使用して外部データ・ソースにアクセスできるよう
にする、コネクター・アクセス・サービスも含まれます。
共通サービスには、以下のものがあります。
スケジュール・サービス
これらのサービスは、ロギングやレポート作成などのアクティビティーと、
データ・モニタリングやトレンド分析などのスイート・コンポーネント・タ
スクを計画し、追跡します。 InfoSphere Information Server コンソールおよ
び Web コンソールを使用して、スケジュールを保守できます。コンソール
内で、スケジュールの定義、スケジュールの状況、履歴、および予測の表
示、ならびにシステムからのスケジュールのパージを行うことができます。
例えば、InfoSphere Information Analyzer 内のレポート実行および分析ジョ
ブは、スケジュール・タスクになります。

第 1 章 層とコンポーネント
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ロギング・サービス
これらのサービスにより、すべての InfoSphere Information Server スイー
ト・コンポーネントのログを管理できます。 InfoSphere Information Server
コンソールおよび Web コンソールを使用して、ログを表示し、問題を解決
できます。ログは、メタデータ・リポジトリー内に保管されます。
InfoSphere Information Server スイート・コンポーネントごとに、関連ロギ
ング・カテゴリーを定義します。
ディレクトリー・サービス
これらのサービスは、リソースを認証し、ID および ID 間の関係を管理す
る中心的な権限として機能します。InfoSphere Information Server 内部ユー
ザー・レジストリーに基づいてディレクトリーを作成できます。または、ロ
ーカル・オペレーティング・システムのユーザー・レジストリー、
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) レジストリー、Microsoft
Active Directory レジストリーなどの外部ユーザー・レジストリーを使用す
ることもできます。
セキュリティー・サービス
これらのサービスは、数多くのプライバシーとセキュリティー規定に準拠し
ている、ユーザーのロール・ベースの許可、アクセス制御サービス、および
暗号化を管理します。InfoSphere Information Server 内部のユーザー・レジ
ストリーを使用する場合には、管理者は、InfoSphere Information Server コ
ンソールおよび Web コンソールを使用して、 InfoSphere Information
Server 内にユーザー・グループ、およびロールを追加できます。
レポート作成サービス
これらのサービスは、InfoSphere Information Server のレポート作成につい
て、実行時および管理の側面を管理します。 InfoSphere DataStage、
InfoSphere QualityStage、および InfoSphere Information Analyzer の製品モジ
ュール固有のレポートを作成できます。また、ロギング、モニター、スケジ
ューリング、およびセキュリティーの各サービスに関する、複数の製品にま
たがる製品を作成することもできます。関連したスケジュール・レポートの
実行からのレポート結果に対してアクセス、削除、およびパージすることも
できます。InfoSphere Information Server Web コンソールからすべてのレポ
ート作成タスクをセットアップおよび実行できます。
コア・サービス
これらのサービスは、サービス登録、ライフサイクル管理、バインディン
グ・サービス、エージェント・サービスなどの低レベル・サービスです。
メタデータ・サービス
これらのサービスは、InfoSphere Information Server 内に統合メタデータ管
理を実装します。リポジトリー管理、永続性管理、およびモデル管理などの
機能があります。
以下の InfoSphere Information Server Web ベース・アプリケーションは、サービス
層の一部としてインストールされます。
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere Information Server Web コンソール。 InfoSphere Information
Server のインストール中に、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
へのブラウザー・ショートカットが作成されます。Web コンソールは、管理ツー
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ル、レポート作成ツール、および次のクライアントから成ります (これらの製品
モジュールがインストールされている場合)。
– IBM InfoSphere Business Glossary
– InfoSphere Information Services Director の情報サービス・カタログ
– メタデータ・リポジトリー管理ツール
v IBM InfoSphere Information Server マネージャー・クライアント

メタデータ・リポジトリー層
メタデータ・リポジトリー層は、メタデータ・リポジトリー・データベース、 IBM
InfoSphere Information Analyzer データベース (インストールされている場合)、およ
びこれらのコンポーネントがインストールされているコンピューターから成りま
す。
メタデータ・リポジトリー層には、IBM InfoSphere Information Server 用のメタデー
タ・リポジトリーが含まれます。このデータベースは、InfoSphere Information
Server スイートの製品モジュールのデザイン時メタデータ、実行時メタデータ、グ
ロッサリー・メタデータ、および他のメタデータを保管する共有コンポーネントで
す。
InfoSphere Information Analyzer がインストールされている場合には、メタデータ・
リポジトリーには、1 つ以上の分析データベースも含まれます。分析データベース
は、InfoSphere Information Analyzer が分析ジョブを実行する際に使用します。
サービス層は、メタデータ・リポジトリー層にアクセスできる必要があります。製
品モジュールがメタデータを保管または取得する場合、サービス層にあるサービス
がメタデータ・リポジトリー層に接続し、データベースと製品モジュールの間の対
話を管理します。
InfoSphere Information Analyzer の場合、エンジン層とクライアント層は、分析デー
タベースに直接アクセスできる必要もあります。
以下のダイアグラムで、メタデータ・リポジトリー層を構成するコンポーネントを
示します。

図 4. メタデータ・リポジトリー層コンポーネント

第 1 章 層とコンポーネント
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層の関係
層は、インストールした製品モジュールのサービス、ジョブ実行、およびメタデー
タとその他のデータのストレージを提供します。
次のダイアグラムで、層の関係を示します。

図 5. 層の関係

層間の関係は次のとおりです。
v 関係は、インストールする製品モジュールに応じて異なります。
v クライアント層のクライアント・プログラムは、サービス層と主に通信します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage クライアントは、エンジン層とも通信
します。
v サービス層内の種々のサービスは、エンジン層のエージェントと通信します。
v サービス層のメタデータ・サービスは、メタデータ・リポジトリー層と通信しま
す。
v エンジン層の ODBC ドライバーは、外部データベースと通信します。
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v クライアント層の IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges は、外部ソース
からデータをインポートできます。一部の IBM InfoSphere Metadata Interchange
Bridges は、データをエクスポートできます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer 製品モジュールを使用して、エンジン層
は、メタデータ・リポジトリー層の分析データベースと直接通信します。
InfoSphere Information Analyzer クライアントも、分析データベースと直接通信し
ます。

第 1 章 層とコンポーネント
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第 2 章 インストール・トポロジーの選択
IBM InfoSphere Information Server を正常にデプロイするには、組織のニーズ (パフ
ォーマンス、保守の容易さ、セキュリティー、高可用性、スケーラビリティーなど)
を満たすトポロジーが含まれていなければなりません。最適なデプロイメントを決
定することは、複雑な作業であり、要件や、実装を計画するトポロジーを確実に理
解することが必要です。
この情報は、一連の使用可能なリソースや一連の機能要件 (高可用性やスケーラビ
リティーなど) に基づいて最適なトポロジーの設計に役立つ、説明、図示、シナリ
オ、およびチェックリストを示しています。これらの変数はそれぞれ、トポロジー
の異なる次元を表し、これらのいずれかの次元を変更すると、結果のトポロジーに
大きな影響を与える場合があります。したがって、これらの次元を識別し、定量化
することが、制限を超えないと同時に、要件を満たすのに重要です。

インストール・トポロジーのデザイン
インストールの全体的なトポロジーの複雑度は、広範囲にわたります。インストー
ルした製品モジュールと、高可用性、パフォーマンスおよびスループット、ユーザ
ー並行性の要件に対応するように、トポロジーのデザインを最適化します。
IBM InfoSphere Information Server は、さまざまなトポロジーをサポートします。こ
れらのトポロジーの説明において、コンピューター という用語は、個別の物理サー
バー、ロジカル・パーティション (LPAR)、または仮想マシンを指します。

基本インストール・トポロジー
高可用性ソリューションが不要で、将来、インストール済み環境を高容量に拡張す
ることが見込まれない場合には、基本トポロジーを選択します。

単一コンピューターのトポロジー
このトポロジーでは、エンジン層、メタデータ・リポジトリー層、サービス層、お
よびクライアント層がすべて 1 つのコンピューターにインストールされます。この
トポロジーは Microsoft Windows のみで可能です。
このコンピューターは、メモリー、ディスク・スペース、その他の要件など、すべ
てのシステム要件を満たすサーバー・クラスのコンピューターでなければなりませ
ん。クライアント層をサポートするには、このコンピューターは、Microsoft
Windows で稼働し、このプラットフォームのすべてのシステム要件を満たす必要が
あります。
このトポロジーは、デモンストレーション・システムや小規模の開発に適していま
す。
以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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図 6. 単一コンピューターのトポロジー

クライアント/サーバーのトポロジー
このトポロジーでは、エンジン層、メタデータ・リポジトリー層、およびサービス
層がすべて 1 つのコンピューターにインストールされます。クライアント層は、別
々のコンピューターにインストールされます。
クライアント層コンピューターは、Microsoft Windows で稼働する必要があります。
その他の層をホストするコンピューターは、 IBM InfoSphere Information Server が
サポートする任意のオペレーティング・システムで稼働することができます。
このトポロジーでは、管理を集中化し、クライアント・ユーザーからそれを分離し
ます。以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。図にはクライアント層コ
ンピューターが 1 つしか示されていませんが、複数のクライアント層コンピュータ
ーを組み込むことができます。
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図 7. クライアント/サーバーのトポロジー

専用エンジン層のトポロジー
このトポロジーでは、サービス層とメタデータ・リポジトリー層が 1 つのコンピュ
ーターにインストールされます。エンジン層は、別のコンピューターにインストー
ルされます。クライアント層は、別々のコンピューターにインストールされます。
クライアント層コンピューターは、Microsoft Windows で稼働する必要があります。
その他のコンピューターは、 IBM InfoSphere Information Server がサポートする任
意のオペレーティング・システムで稼働することができます。
サービス層と一緒にメタデータ・リポジトリー層をインストールすると、層の間に
ネットワーク待ち時間がないため、パフォーマンスが最適化されます。また、エン
ジン層のアクティビティーが重くても、サービス層とメタデータ・リポジトリー層
のオペレーションは影響を受けません。このトポロジーは、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage のジョブ要件が高い環境、および IBM InfoSphere
Information Analyzer のインストールに適しています。
第 2 章 インストール・トポロジーの選択
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以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。図にはクライアント層コンピュ
ーターが 1 つしか示されていませんが、複数のクライアント層コンピューターを組
み込むことができます。

図 8. 専用エンジン層のトポロジー

各層に専用のコンピューターがあるトポロジー
各層を別々のコンピューターでホストすることができます。
このトポロジーでは、各層に専用のコンピューティング・リソースが提供されま
す。このトポロジーを選択すると、すべての層の間のネットワーク待ち時間が最小
になります。特に、サービス層とメタデータ・リポジトリー層の間に高帯域幅の接
続が必要です。
サービス層とメタデータ・リポジトリー層は同じサブネット上になければなりませ
ん。
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以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。図にはクライアント層コンピュ
ーターが 1 つしか示されていませんが、複数のクライアント層コンピューターを組
み込むことができます。

図 9. 各層に専用のコンピューターがあるトポロジー

IBM InfoSphere Information Server の別々のインスタンスを含む
トポロジー
Linux または UNIX のインストール済み環境では、 InfoSphere Information Server
の複数インスタンスを同じ一連のコンピューターにインストールできます。
Microsoft Windows のコンピューターには、複数の InfoSphere Information Server イ
ンスタンスをインストールできません。
インスタンスは、別々のエンジン層、サービス層、およびメタデータ・リポジトリ
ー層を持ち、互いに分離されています。インスタンス間でこれらの層を共有するこ
とはできません。インスタンスは、同じコンピューター上の異なるインストール・

第 2 章 インストール・トポロジーの選択
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ディレクトリーに存在することも、異なるコンピューターに存在することも可能で
す。インスタンスのソフトウェア・バージョンは、同じでも、異なっても構いませ
ん。
インスタンスの InfoSphere Information Server バージョンが同じである場合には、
1 つのクライアント層インスタンスが複数の InfoSphere Information Server インス
タンスと通信するように構成できます。以下の図は、InfoSphere Information Server
バージョン 8.5 の 2 つの異なるインスタンスが、2 つの別々のコンピューターにイ
ンストールされたトポロジーを示しています。1 つのクライアント層インストール
済み環境が、両方のインスタンスと通信します。

図 10. 別個のインスタンスが別々のコンピューターにあるトポロジー

インスタンスのバージョンが異なる場合、クライアント層には各バージョンのクラ
イアントが必要です。以下の図は、InfoSphere Information Server の 2 つの異なる
インスタンスが、2 つの別々のコンピューターにインストールされたトポロジーを
示しています。これらのインスタンスは、バージョンが異なります。クライアント
層には、両方のバージョンのクライアントがあります。マルチクライアント・マネ
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ージャーを使用して、あるバージョンの IBM InfoSphere DataStage を、クライアン
ト層にもインストールされている別のバージョンに切り替えます。

図 11. 異なるバージョンのインスタンスが別々のコンピューターにあるトポロジー

複数インスタンスのサービス層が同じコンピューターに存在する場合、それぞれの
サービス層に対して異なるポートを指定します。以下の図は、2 つの異なる
InfoSphere Information Server バージョンのインスタンスのサービス層とメタデー
タ・リポジトリー層が同じコンピューター上にインストールされたトポロジーを示
しています。それぞれのサービス層は、別のコンピューターにインストールされた
別個のエンジン層と通信します。

第 2 章 インストール・トポロジーの選択
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図 12. サービス層が共通のコンピューターを共有するトポロジー

InfoSphere Information Server エンジンの複数インスタンスを同じコンピューターに
インストールするには、インストール・タグ (ITAG) を作成します。ITAG は、正
確に 3 桁の 16 進数でなければなりません。ITAG 値が使用されるのは、各インス
トール済み環境が別々の場所に共有メモリーを作成するように共有メモリー・セグ
メントを割り当てるときです。このインストールを実行するには、インストール・
プログラムを複数回実行して、複数のエンジン層インスタンスを作成します。イン
ストールの中で、それぞれのインスタンスに固有の ID タグとポート番号を割り当
てます。サーバー・エンジン・インスタンスに関連付けられたすべてのプロジェク
トとジョブに、サーバー・エンジン・インスタンスのタグが割り当てられます。
それぞれのエンジン層インスタンスは、異なる InfoSphere Information Server サー
ビス・インスタンスに登録される必要があります。
以下の図は、2 つの InfoSphere Information Server インスタンスのエンジン層が同
じコンピューター上にインストールされたトポロジーを示しています。それぞれの
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エンジン層に ITAG が関連付けられています。

図 13. ITAG インストール

注: ITAG インストールは、 Microsoft Windows コンピューターでサポートされて
いません。

複数のエンジン層を含むトポロジー
複数のエンジン層を含むインストール・トポロジーを作成することができます。こ
のトポロジーでは、各エンジン層には IBM InfoSphere Information Server エンジン
が含まれています。このエンジンには、InfoSphere Information Server およびその製
品コンポーネントのランタイム環境を構成するサーバー・エンジン、パラレル・エ
ンジン、およびその他のコンポーネントが含まれています。
プロジェクトおよびリソース管理の理由でこのトポロジーを選択することがありま
す。例えば、あるエンジン層を IBM InfoSphere DataStage ジョブ専用にして、別の
エンジン層を IBM InfoSphere Information Analyzer ジョブ専用にします。あるい
は、複数のエンジン層を、それぞれ独自の分析データベースを持つ、別々の一連の
InfoSphere Information Analyzer ジョブ専用にします。

第 2 章 インストール・トポロジーの選択
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エンジン層インスタンスはそれぞれ、別々のコンピューターに存在しなければなり
ません。サービス層が、同じコンピューターにインストールされた複数のエンジン
層と通信するように構成することはできません。
以下の図は、2 つのエンジン層が別々のコンピューターにインストールされたトポ
ロジーを示しています。 1 つのサービス層インスタンスが、両方のエンジン層と通
信します。

図 14. 2 つのエンジン層を含むトポロジー

データベース・トポロジー
メタデータ・リポジトリーを使用して、IBM InfoSphere Information Server のすべて
のコンポーネントについてインポートされたメタデータ、プロジェクト構成、レポ
ート、および結果を保管します。メタデータ・リポジトリーはメタデータ・リポジ
トリー層の一部として含まれます。この層には、1 つ以上の分析データベース、マ
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ッチング・デザイナー・データベース、または InfoSphere DataStage Operations
Console をサポートする Operations Database などの追加のデータベースが含まれる
場合があります。
分析データベース
分析データベースは、列分析、主キー分析、ドメイン分析など、大容量の、
詳細な分析結果を保管します。それぞれの InfoSphere Information Analyzer
プロジェクトは、特定の分析データベースに関連付けられています。
InfoSphere Information Analyzer をインストールする場合には、1 つ以上の
分析データベースの場所を指定する必要があります。インストールの後、
InfoSphere Information Server コンソールを使用してデータベースを追加で
きます。
分析データベースは、1 つのプロジェクトで使用されることも、複数の
InfoSphere Information Analyzer プロジェクトで共有されることもありま
す。例えば、2 つの InfoSphere Information Analyzer プロジェクトが、異な
る 2 つの分析データベースを使用することも、同じ分析データベースを共
有することもあります。
マッチング・デザイナー・データベース
InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナーは、InfoSphere QualityStage
のコンポーネントで、マッチング仕様のデザインおよびテストに使用されま
す。マッチング仕様は、1 つ以上のファイル内の重複するエンティティーを
識別するマッチング・パスから構成されます。
InfoSphere Information Server のインストール・プログラムでは、マッチン
グ・デザイナーの結果データベースは作成されません。このデータベース
は、マッチング・デザイナーを使用するときにデータベースが構成されてア
クセス可能でありさえすれば、インストールの前でも後でも作成することが
できます。データベースは、クライアント層またはエンジン層がインストー
ルされたコンピューター上、あるいは、この両方の層にアクセス可能な任意
のコンピューター上に作成できます。データベースは、マッチング・デザイ
ナーで処理されるデータ・タイプを受け取るように構成する必要がありま
す。例えば、マッチング・デザイナーがアジア言語のデータを処理するので
あれば、データベースが 2 バイトのデータを受け取るように構成する必要
があります。
Operations Database
InfoSphere DataStageOperations Console を使用して、InfoSphere
DataStageOperations Console ジョブをモニターします。コンソールを使用す
る準備ができると、Operations Database を作成します。
分析データベース、マッチング・デザイナー・データベース、およびメタデータ・
リポジトリーは、個別データベースと同じデータベース・システム・インストール
済み環境に配置することができます。あるいは、これらのデータベースとメタデー
タ・リポジトリーを異なるコンピューターに配置することもできます。選択するデ
ータベース・システムは、その他のデータベースのデータベース・システムと異な
っても構いません。例えば、メタデータ・リポジトリーに IBM DB2® データベース
を使用して、マッチング・デザイナー・データベースに Oracle データベースを使用
することができます。

第 2 章 インストール・トポロジーの選択
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データベースのためにデータベース・システム・インストール済み環境を作成する
場合には、使用するデータベース・システムと、インスタンスおよびデータベース
を配置する場所を決定します。既存のデータベース・システム・インスタンスでデ
ータベースを構成する場合、このデータベースは、サービス層とエンジン層がイン
ストールされたコンピューターからアクセス可能でなければなりません。
以下の図は、分析データベースとメタデータ・リポジトリー・データベースが同じ
データベース・サーバー・インストール済み環境に配置された、コンピューター 3
台のトポロジーを示しています。

図 15. 分析データベースとメタデータ・リポジトリー・データベースが同じデータベース・サーバー・インストール済
み環境にあるトポロジー

以下の図は、分析データベースとメタデータ・リポジトリー・データベースが異な
るコンピューターに配置された、コンピューター 4 台のトポロジーを示していま
す。
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図 16. 分析データベースとメタデータ・リポジトリー・データベースが異なるコンピューターにあるトポロジー

分析データベースのサイジング:
分析データベースとは、IBM InfoSphere Information Analyzer が分析ジョブを実行す
るときに使用するコンポーネントです。
拡張された分析情報は、分析データベースに保管されます。拡張された分析情報に
は、列分析、主キー分析、ドメイン分析など、大容量の、詳細な分析結果が含まれ
ます。さらに、メタデータ・リポジトリーには、分析結果の入った情報分析プロジ
ェクトが含まれます。
分析データベースを作成する前に、分析対象のデータ量を検討します。この検討に
よって、分析データベースの適切なストレージ・サイズ、場所、および構成を決定
することができます。
データベースのサイズの計画を立てるときには、各データベースのサイズに影響を
及ぼす次の要因を検討してください。
v 分析対象の表の数
第 2 章 インストール・トポロジーの選択
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v 表の中の分析対象の列の数
v 表の中のユニーク・レコードの数
v char 列と varchar 列の数
v 実行する分析のタイプ
サンプリング分析を使用しない場合、分析データベースは、すべての分析対象のデ
ータ・ソースを合計したサイズよりも大きくなる可能性があります。
マッチング・デザイナー・データベースのサイジング:
マッチング・デザイナー・データベースを作成した後、自動ストレージ管理を使用
して、必要に応じてデータベース・スペースを割り振ります。初期のスペース所要
量を見積もり、適切なハードウェアの計画を立てるには、実行する予定のマッチン
グの種類と量についていくつか想定する必要があります。
次の要因を検討します。
v マッチング仕様の数の見積もり
v マッチング仕様ごとのマッチング・パスの数の平均
v マッチング仕様ごとの入力データ・レコード数の平均
v 入力データ・レコードごとのバイト数の平均
v マッチング仕様ごとの入力頻度レコード数の平均
マッチング・デザイナーの入力レコードのバイト数を計算する場合、varchar 列に最
大幅の値が入っていると想定します。また、ほとんどのマッチング・デザイナーの
入力レコードは、InfoSphere QualityStage Standardization ステージを通して前処理さ
れるということを覚えておいてください。このステージは、ソース・レコードに
500 バイト追加します。ソース・レコードが 2 バイトであれば、1000 バイト追加
します。
頻度レコードの量を計算する場合、マッチングに関与するソース列のデータ値の重
複の割合が、一般に高いか低いかを考慮します。固有である割合が高いデータの場
合、頻度レコード数は、データ・レコード数と同じようなものになります。重複す
る割合が高いデータの場合、頻度レコード数は、データ・レコード数よりもかなり
少なくなります。
下の表で説明されている要因を検討してください。そして、要因を次の計算式で使
用して、マッチング・デザイナーの結果データベースに必要とされるスペースの M
バイト数を見積もります。
(マッチング仕様の数 x (マッチング・サイズ + (マッチング・サイズ x 10%) + 頻
度サイズ) x レプリケーション係数) / 1,000,000
表 1. スペース所要量の要因と計算
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要因

説明

計算

マッチング仕様の数

マッチング仕様は、データ・
マッチングの条件を定義し、
テストします。

データベースに保存する予定
のマッチング仕様の概数。
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表 1. スペース所要量の要因と計算 (続き)
要因

説明

計算

マッチング・パスの数

マッチング・パスは、マッチ
ング仕様の入力を通して、単
一パスの間に適用される、列
レベルのマッチング条件を定
義します。

マッチング仕様ごとのマッチ
ング・パスの数の平均 (マッ
チング・サイズの計算に使用
される)

データ・レコードの数

データ・レコードは、マッチ
ング仕様の入力の内容とフォ
ーマットを定義します。

マッチング仕様ごとの入力デ
ータ・レコードの数の平均
(マッチング・サイズの計算に
使用される)

データ・レコードの長さ

データ・レコードは、マッチ
ング仕様の入力の内容とフォ
ーマットを定義します。

マッチング仕様の入力デー
タ・レコードごとのバイト数
の平均 (マッチング・サイズ
の計算に使用される)

データ・レコードの長さを計
算する場合、最もスペースを
必要とする見積もりのシナリ
オを想定します。
マッチング・サイズ (バイト) マッチング・サイズは、マッ
チング・パスの数、データ・
レコードの数、および長さの
要因による、1 つのマッチン
グ仕様のデータ・コンポーネ
ントのスペース所要量の見積
もりの平均です。

(マッチング・パスの数) x
(データ・レコードの数) x
(データ・レコードの長さ)

頻度レコードの数

マッチング仕様ごとの頻度レ
コード数の平均

頻度レコードは、特定の列に
特定の値が生じる頻度を示し
ます。
頻度レコードの数の場合、ソ
ース列のデータ値の重複の割
合が、高いか低いかを考慮し
ます。

頻度サイズ (バイト)

頻度サイズは、1 つのマッチ
ング仕様の頻度コンポーネン
トに対するスペース所要量の
見積もりです。

(マッチングごとの頻度レコー
ドの数) x 360
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表 1. スペース所要量の要因と計算 (続き)
要因

説明

計算

レプリケーション係数

次のさまざまなマッチング・
タイプでは、レプリケーショ
ン係数によって、スペース所
要量がかなり異なってきま
す。

一番よく実行すると思われる
マッチング・タイプのレプリ
ケーション係数を選択しま
す。

v 重複除去マッチングには、
係数 1 を使用します。
v 重複除去マッチングでは、
1 つのソースから入力を取 v 1 対 1 参照マッチングに
り、データをグループにし
は、係数 2 を使用しま
てマッチングします。
す。
v 1 対 1 参照マッチングで v 多対 1 参照マッチングに
は、データ・ソースのレコ
は、係数 5 を使用しま
ードを参照ソースのレコー
す。
ドと比較します。

v 多対 1 参照マッチングで
は、参照ソース・レコード
を多数のデータ・ソース・
レコードとマッチングでき
ます。

高可用性トポロジー
IBM は、各 IBM InfoSphere Information Server 層に対するさまざまな高可用性ソリ
ューションを用意しています。
可用性の向上 (高可用性 ソリューションの実装) は、システム・サービスが作動可
能になる時間の比率を最大化することと関連します。可用性を向上するには、冗長
を導入するトポロジーとテクノロジーを実装します。そのねらいは、Single Point of
Failure の数を削減または除去することです。Single Point of Failure とは、その失
敗が重大な側面のシステム作動停止を引き起こすエレメントです。
IBM は、各 InfoSphere Information Server 層に対するさまざまな高可用性ソリュー
ションを用意しています。各ソリューション内で、比較的単純なセットアップから
複合的なインストールまで、さまざまに異なる高可用性の構成をデザインできま
す。
次の表に、各層に対する高可用性ソリューションをリストします。
表 2. 層と高可用性ソリューション
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層

ソリューション

エンジン層

IBM Tivoli® System Automation for
Multiplatforms など、高可用性クラスター管
理ソフトウェアによって管理されるアクティ
ブ/パッシブ・トポロジー
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表 2. 層と高可用性ソリューション (続き)
層

ソリューション

サービス層

次のソリューションのうちのいずれか。
v Tivoli System Automation for
Multiplatforms など、高可用性クラスター
管理ソフトウェアによって管理されるアク
ティブ/パッシブ・トポロジー
v IBM WebSphere Application Server クラス
タリング

メタデータ・リポジトリー層

次のソリューションのうちのいずれか。
v Tivoli System Automation for
Multiplatforms など、高可用性クラスター
管理ソフトウェアによって管理されるアク
ティブ/パッシブ・トポロジー
v IBM DB2 クラスタリング
v DB2 高可用性データ・リカバリー
(HADR)
v Oracle Real Application Clusters (RAC)

一般的に、達成しようと願う可用性全体が高まれば高まるほど、デザインして保守
しなければならないシステムは、より複雑になります。高可用性のシステムは、一
般的に、より多くのハードウェアを必要とします。このため、システムの各ソフト
ウェア層内で必要とする可用性のレベルを注意深く考察してください。開発システ
ム内の可用性のレベルは、実動システム内で必要とするものとは異なると思われま
す。
高可用性トポロジーをインストールするには、プロトコル、層、デバイス、その他
など、ネットワーク・テクノロジーの確かな理解が必要です。高可用性トポロジ
ー、特にクラスタリングを組み込むトポロジーを正常にデプロイすることは、高度
な技術的専門知識を必要とする技術的に複雑なプロセスです。
選択するサーバーおよびソフトウェアのトポロジーは、高可用性ソリューションの
一部としてのみです。Single Point of Failure を削減したり、あるいは除去したりす
るには、多数の異なるレベルで冗長性を導入する必要もあります。いずれのトポロ
ジーおよび実装を選択するかを決定する際には、次のデザイン上の要因を考慮しま
す。

高可用性のレベル
トポロジーを考慮する際に、必要とする高可用性のレベルを評価します。
v 許容できるダウン時間の長さを考慮します。15 分間作動しないシステムに我慢で
きますか? 5 分間ならどうですか?
v 必要とする自動化の総量を考慮します。システムがフェイルオーバーとリカバリ
ーに自動的に注意を払ったり、あるいは、システム管理者が介入できたりするこ
とが必要ですか?
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v システムがどのように使用されるかによってニーズがどのように異なるかを考慮
します。例えば、開発システムなのか、テスト・システムなのか、それとも実動
システムなのか、です。例えば、開発システムまたはテスト・システムが高可用
性であることは、どれほど重要ですか?
v ソフトウェア層に別々に要求される高可用性のレベルを考慮します。層は、シス
テムが第一義的に開発に使用されるのか、実動に使用されるのかによって、異な
って使用されます。 層はまた、インストールされた製品モジュールによって、異
なって使用されます。
重要: 1 つの層での失敗は、一般的に、問題が修正されるか、フェイルオーバー
が発生するまで、全システムを作動不能と見なします。

パフォーマンス要件およびスループット要件
各高可用性ソリューションが提供するスケーラビリティーの総量は、ソリューショ
ンからと、ソリューションへ、とで異なります。トポロジーおよびアーキテクチャ
ーを選択する場合、将来における、より高いパフォーマンスおよびスループット要
件をサポートするためにシステムをどのように拡大するかを考慮します。その他の
考慮事項には、ネットワークの構成、電源インフラストラクチャー、およびバック
アップ、リストア、災害復旧対策が含まれます。どのようにソリューションが異な
るかの例については、シナリオでの比較を参照してください。
パフォーマンス、スループット、およびストレージのニーズを分析するには、 62 ペ
ージの『キャパシティー・プランニング』を参照してください。

セキュリティー要件
異なるトポロジーは、異なるセキュリティーの可能性に役立ちます。異なる層同
士、各層のコンピューター同士、およびシステムと外部データ・ソースとターゲッ
ト間のファイアウォールおよび他のセキュリティー予防措置をどのように実装する
かを考慮します。これらの考慮事項は、外部システムとの高速通信パスを必要とす
るサービス層およびエンジン層にとって重要です。
セキュリティーについて詳しくは、IBM WebSphere Application Server の資料を参
照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『アプリケーションとその環境の保護』をお読みくだ
さい。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『アプリケーションおよび環境の保護手順』をお読み
ください。

複合要因
高可用性およびスケーラビリティーは、インストール環境に複合性というレイヤー
を追加します。Single Point of Failure を除去すると、複合的冗長ハードウェアとソ
フトウェア・コンポーネントの実装が要求されます。
システムを設計する場合、IT スタッフがサポートする必要がある複合性の総量を考
慮します。デザインするシステムをサポートする専門知識が社内に十分にあります
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か? 高可用性機能が失敗した場合、システムを再度オンラインに戻すのに必要な時
間の長さは、それらの機能が提供する実行可能時間の向上を否定することもありま
す。
サポートする能力内で満足できる、比較的単純なシステムから始めます。IT グルー
プがシステムのサポートを熟知するようになったら、システム全体がすぐにも使用
できる状態になるまで、時間をずらしたスケジュールで、高可用性機能を実装しま
す。また、このアプローチは、システムを変更することによってグループに経験を
積ませ、将来のシステム拡大に関する知識を獲得させます。

保守容易性要因
デザインするシステムのメンテナンス・コストを考慮します。メンテナンスのどの
ような側面を自動化するか、いずれの側面をサポート要員の手に残すかを決定しま
す。
高可用性機能は、システム・メンテナンスを単純化できます。例えば、クラスタ
ー・システムでは、システム全体を作動不可の状態にすることなしに、特定の更新
について、サーバーをオフラインにできます。
特定の部門が異なるシステムに対して責任を持つ組織では、分離されたコンピュー
ター上の層を切り分けることを考慮します。それによって、部門はそれぞれ、層を
「所有」できます。例えば、データベース管理者のグループが、共通のデータベー
スに対して責任を持つ組織では、コンソール内にあるコンピューター上のメタデー
タ・リポジトリー層を切り分けることを考慮します。

コスト
高可用性の実装は、一般的に、システムの初期コストに加算されます。追加のハー
ドウェア、ソフトウェア、トレーニング、およびその他のコストは、初期経費をよ
り大きくします。しかし、高可用性システムが提供する生産性の向上は、これらの
コストを取り戻します。

アクティブ/パッシブ・トポロジー
IBM InfoSphere Information Server に対する基本レベルの可用性を作成するには、そ
れを 2 台以上のコンピューターが共有するファイル・システムにインストールしま
す。そのコンピューターは、高可用性 (HA) ソフトウェアを使用することによっ
て、クラスター化されます。
このトポロジーでは、2 台のコンピューターがストレージ域ネットワーク (SAN) を
共有します。メタデータ・リポジトリー層、エンジン層、およびサービス層はすべ
て、SAN にインストールされます。いずれか 1 台のコンピューター (アクティ
ブ・サーバー) は、InfoSphere Information Server インスタンスをホストします。も
う一方のコンピューター (パッシブ・サーバー) は開始されますが、いずれの層ソフ
トウェアも実行しません。IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms などの
高可用性ソフトウェア製品は、アクティブ・サーバーとパッシブ・サーバーの両方
にインストールされます。HA ソフトウェアは、ハートビート (アクティブ・サーバ
ーからパッシブ・サーバーへ送信され、アクティブ・サーバーが作動可能であるこ
とを示す、周期的シグナル) を保守します。
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以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。図にはクライアント層コンピュ
ーターが 1 つしか示されていませんが、複数のクライアント層コンピューターを組
み込むことができます。

図 17. アクティブ/パッシブ・トポロジー

アクティブ・サーバーで障害が起こると、ハートビートの送信も失敗します。HA
ソフトウェアは、パッシブ・サーバー上で、すべての InfoSphere Information Server
サービスを再開します。この処理は、フェイルオーバー と呼ばれます。次のダイア
グラムは、このプロセスを例示します。
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図 18. 故障したコンピューターを伴うアクティブ/パッシブ・サーバー・クラスター構成

インストール時に、システムのホスト名別名を作成します。この情報は、アクティ
ブ・サーバーに関連付けられます。すべてのクライアント・プログラムは、このア
ドレスまたはホスト名を使用してシステムに接続します。アクティブ・サーバーで
障害が起こると、情報は、再びパッシブ・サーバーに自動的に関連付けられます。
そのため、クライアント・プログラムは、別のアドレスに接続する必要はありませ
ん。
しかし、フェイルオーバーは、クライアント・ユーザーに認識されません。アクテ
ィブ・サーバーで障害が起こると、すべての InfoSphere Information Server サービ
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スは、フェイルオーバーが完了して、パッシブ・サーバーが作動可能になるまで使
用不可です。フェイルオーバー処理には、数分かかる可能性があります。また、実
行していたジョブのいずれかは、失敗して、パッシブ・サーバーがテークオーバー
した後、再実行される必要があります。
この構成では、HA ソフトウェアは、サーバーのハードウェアおよびオペレーティ
ング・システム・レベルのプロセスの正常性のみをモニターします。ソフトウェア
は、これらのエレメントが失敗した場合にのみ、フェイルオーバーを開始します。
他のソフトウェアは、個々の InfoSphere Information Server プロセスの正常性をモ
ニターしますが、プロセスが失敗しても、フェイルオーバーをトリガーしません。
代わりに、システム管理者には通知されます。このデザインを使用することによっ
て、システム管理者は、問題をパッシブ・サーバー上で再現できるようにするので
はなく、問題を訂正することができます。
このトポロジーには他のいくつかのバリエーションが可能です。例えば、次のとお
りです。
v コンピューター B は、サービス層とメタデータ・リポジトリー層をホストしま
す。コンピューター C は、エンジン層をホストします。これらのコンピューター
は、相互にフェイルオーバーが可能です。例えば、コンピューター B が失敗した
場合、コンピューター C も、サービス層とメタデータ・リポジトリー層をテーク
オーバーします。コンピューター C が失敗した場合、コンピューター B もま
た、エンジン層をホストします。
v コンピューター B は、サービス層とメタデータ・リポジトリー層をホストしま
す。コンピューター C は、エンジン層をホストします。もう 1 台のコンピュー
ター (コンピューター D) は、コンピューター B とコンピューター C 両方のバ
ックアップ・サーバーとしてサービスを提供します。
これらのバリエーションは、この資料の有効範囲を超えています。
さらに構成を単純化するために、実装から HA ソフトウェアを除去することがで
き、必要な場合に、IT 部門が手動でフェイルオーバーをトリガーすることができま
す。

トポロジーの次元と分析
アクティブ/パッシブ・トポロジーは、数人の同時システム・ユーザーを持つ小規模
から中規模の会社に妥当です。トポロジーは、重大な追加的サーバー・ハードウェ
ア・コストの負担なしに、ある基礎レベルの高可用性を提供します。この構成は、
主に、スケジュールされた実動ジョブを実行するシステムに適します。開発環境に
おけるアクティビティーのタイプとして、よりありそうなことは、フェイルオーバ
ーが動的なファイル破損または同期問題を引き起こすことです。
このトポロジーは、スケーラブルではありません。必要に応じて、その他のパッシ
ブ・サーバーを追加できます。しかし、パフォーマンス、スループット、および並
行性は、どの時点でも、各層コンポーネントのインスタンスのうち、構成内で実行
しているはただ 1 つのみであるため、影響を受けません。小規模な InfoSphere
Information Server デプロイメントの中では、このトポロジーは一般的であり、ハー
ドウェア、スキル、および複雑さの次元が考慮されている上に、パフォーマンスや
高可用性の次元でも高く評価されています。
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表 3. 分析: 2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブのトポロジー
考慮事項

長所と短所

高可用性のレベル

v 1 つのホスト障害が、すべての層の再実行を引き起こします。
v ノードに障害が起こると、最長 10 分間の停止となることがありま
す。
v いずれかのコンポーネントが失敗すると、ジョブ・デザイン・ロス
(クライアント切断) の可能性があります。
v ソフトウェア障害が、フェイルオーバーを引き起こす可能性はあり
ません。

スケーラビリティー v トポロジーは、拡大縮小が困難です。ノードの追加が、パフォーマ
ンスまたはスループットの向上につながらないからです。
v エンジン・パフォーマンスを向上させるには、パラレル・エンジ
ン・コンピューター・ノードを追加します。
セキュリティー

v 複合性は、まったく低レベルです。
v サーバー上のセキュリティー・ブリーチは、システム全体を危険に
さらします。

複合性

v 複合性は、まったく低レベルです。
v IBM WebSphere Application Server またはデータベース・クラスタ
リング経験は必須ではありません。
v HA ソフトウェアは、実装するのに困難である可能性があります。

保守容易性

フェイルオーバーを使用することによって、1 つのサーバーをメンテ
ナンスのためにオフラインにする一方、残りのシステムを作動可能の
ままにすることができます。

コスト

このトポロジーには、最小限のハードウェアとソフトウェアが必要で
す。

クラスター化されたトポロジー
IBM InfoSphere Information Server の高可用性機能を最大化するには、クラスター内
にすべての層が実装されている 8 台以上のコンピューターが共有するファイル・シ
ステムにインストールします。
このトポロジーでは、最先端の高可用性ソリューションを使用してすべての層が構
成され、アプリケーション・サーバー・クラスタリングとメタデータ・リポジトリ
ー層クラスタリングの両方が実装されます。少なくとも 8 台のコンピューターが必
要であるため、ハードウェアのコストが高くなります。
v

アクティブ/パッシブ・フェイルオーバー・ソリューションで構成された、エン
ジン層の 2 台のコンピューター

v IBM WebSphere Application Server Network Deployment クラスターとして構成さ
れた、サービス層の 3 台以上のコンピューター (WebSphere Application Server
デプロイメント・マネージャーと管理対象ノードは、専用コンピューターにデプ
ロイされます)
v

IBM WebSphere Application Server Network Deployment クラスターに要求を送
信する、フロントエンド・ディスパッチャー用の 1 台のコンピューター (通常、
Web サーバー)
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v

自動クライアント・リルートを使用して IBM DB2 高可用性災害復旧 (HADR)
で実行される、メタデータ・リポジトリー層の 2 台のコンピューター

以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。

図 19. 完全にクラスター化されたトポロジー

トポロジーの次元と分析
使用可能なリソースと特定の要件に対応するために、必要に応じてこのトポロジー
を適応させることができます。例えば、ハードウェア・コストを削減するために、
一部の層とコンポーネントをもっと少ない台数のコンピューターに統合することが
できます。また、一部のサービス層クラスター・ノードをメタデータ・リポジトリ

38

プランニング、インストール、および構成ガイド

ー層の DB2 HADR インスタンスと連結したり、フロントエンド Web サーバーを
いずれかのサービス層ノードと連結したりすることもできます。同様に、サービス
層のパフォーマンスとスケーラビリティーが、高可用性よりも重要である場合、
DB2 HADR テクノロジーではなく、アクティブ/パッシブ・フェイルオーバー・ソ
リューションを使用してメタデータ・リポジトリー層を構成することを検討できま
す。さらに、エンジン層とメタデータ・リポジトリー層を同じコンピューター上で
統合して、2 つの追加コンピューターのコストを軽減することもできます。
表 4. シナリオ分析: 完全にクラスター化されたトポロジー
考慮事項

長所と短所

高可用性のレベル

v WebSphere Application Server クラスター内のノードの障害は、サ
ービスの中断を引き起こしません。しかし、パフォーマンスのわず
かな低下が発生する可能性があります。
v メタデータ・リポジトリー層クラスター内のノードの障害は、サー
ビスの中断を最小限か、もしくはまったく引き起こしません。
v エンジン層におけるノードの故障は、エンジン作動の最大限 10 分
間の中断を引き起こしますが、一方で、フェイルオーバーが発生
し、他のノードが引き継ぎます。しかし、エンジン層を必要としな
いアクティビティーは、中断なしに続行します。

スケーラビリティー v トポロジーは、きわめてスケーラブルです。
v トポロジーは、多くの同時ユーザーをサポートします。
v WebSphere Application Server クラスターにノードを追加して、ア
プリケーション・サーバーのパフォーマンスとスループットを改善
できます。
v Oracle Real Application Clusters (RAC) クラスター内のメタデー
タ・リポジトリー構成の場合、ノードを追加して、メタデータ・リ
ポジトリーのパフォーマンスとスループットを改善します。
v エンジン・パフォーマンスを向上させるには、追加のパラレル・エ
ンジンを追加します。
セキュリティー

v トポロジーは、複数のファイアウォールおよび他のセキュリティー
考慮事項を組み込む複合セキュリティー・セットアップを要求しま
す。
v 1 つのノードまたは層のセキュリティーが危険にさらされても、シ
ステム全体が必然的に危険にさらされるわけではありません。

複合性

v トポロジーは、きわめて複合的です。
v WebSphere Application Server クラスタリング、および IBM DB2
クラスターまたは Oracle RAC クラスターのいずれかについての知
識が必要です。
v トポロジーは、高可用性クラスター管理ソフトウェアの実装を要求
することがあります。そのソフトウェアは、実装するのが困難であ
る可能性があります。

第 2 章 インストール・トポロジーの選択

39

表 4. シナリオ分析: 完全にクラスター化されたトポロジー (続き)
考慮事項

長所と短所

保守容易性

v このトポロジーのメンテナンスは、複合的です。
v トポロジーは、きわめてフレキシブルです。1 つのサーバーをメン
テナンスのためにオフラインにし、残りのシステムを作動可能のま
まにすることができます。
v 1 台以上の別々のコンピューター上に各層を分離することによっ
て、組織内のユーザーのグループが特定の層を担当または使用する
ことができます。

コスト

コストは高額です。

アプリケーション・サーバーのクラスタリング:
アプリケーション・サーバーは J2EE アプリケーションを実行し、スタンドアロン
または管理対象サーバーにすることができます。同じ J2EE アプリケーションのセ
ットを実行し、ワークロード管理に関与するように、アプリケーション・サーバー
をクラスター化することができます。
クラスターにより、エンタープライズ・アプリケーションは、単一のアプリケーシ
ョン・サーバーで実行できるスループット量を上回ることが可能になります。ま
た、クラスターによって、エンタープライズ・アプリケーションの高可用性も可能
になります。これは、障害が発生した際に、要求が稼働中のサーバーに自動的に送
信されるためです。クラスターのメンバーであるサーバーは、別々のホスト・コン
ピューター上に存在することができます。これとは対照的に、同じノードの一部で
あるサーバーは、同じホスト・コンピューター上になければなりません。セルに
は、クラスターがまったくないか、クラスターが 1 つあるか、または複数のクラス
ターがあるかのいずれかです。
WebSphere Application Server クラスター化トポロジー:
サービス層の高可用性を提供するには、2 台以上のコンピューター全体でアプリケ
ーション・サーバーのクラスターを作成します。
各アプリケーション・サーバーのサービス層のインスタンスをデプロイします。ク
ラスターの 1 メンバーが失敗した場合、他のクラスター・メンバーがサービスの提
供を継続します。他の層のコンポーネントは、クラスターと通信し、クラスター内
の特定のアプリケーション・サーバーとは直接的に通信しません。少なくともクラ
スターの 1 メンバーが作動可能である限り、サービスにおける中断はありません。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment クラスターを実装して、フ
ロントエンド構成 (トラフィックのロードのバランスを取り、最適化する) をデザイ
ンすることは、並行性を改善することにもなります。並行性 とは、適度なレベルの
システム応答性で、システムを同時に使用できるクライアントの数です。増大する
並行性の要求に対応するため、クラスター構成を拡大できます。
次のダイアグラムは、アプリケーション・サーバーが 2 台のコンピューターに渡っ
て実装されたサービス層を伴うトポロジーを示します。3 番目のコンピューター
は、WebSphere Application Server Deployment Manager をホストします。このダイ
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アグラムでは、エンジン層は、引き続き、アクティブ/パッシブ構成にセットアップ
されています。メタデータ・リポジトリー層は、別のコンピューターに配置されて
います。
このトポロジーにはまた、デュアル Web サーバーとロード・バランサーを組み込
んだ、洗練されたフロントエンド構成が組み込まれます。これらのシステムは、フ
ァイアウォールの外側にセットアップされます。WebSphere Application Server Web
コンソールなどの HTTP クライアントは、ロード・バランサーを介してサーバー・
サイド・コンポーネントにアクセスします。バックアップ・ロード・バランサーに
よって、ロード・バランサー・コンピューターは確実に Single Point of Failure で
はなくなります。IBM InfoSphere Information Server コンソールおよび IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントなどの EJB クライ
アントは、WebSphere Application Server ノードと直接に通信します。
重要: IBM WebSphere Application Server Network Deployment は、セル内のコンポ
ーネント間 (例えば、デプロイメント・マネージャーとノードの間) のファイアウォ
ールのデプロイメントをサポートしません。
注: WebSphere Application Server クラスタリングを組み込んだ高可用性構成には、
通常、メタデータ・リポジトリー・クラスタリングが組み込まれます。データベー
ス・クラスターによって、メタデータ・リポジトリーは確実に Single Point of
Failure ではなくなります。
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図 20. アプリケーション・サーバー・クラスターを伴うトポロジー

IBM WebSphere Application Server クラスターに対する高可用性でスケーラブルな
フロントエンド構成:
IBM InfoSphere Information Server 実装内で、WebSphere Application Server クラス
ターをデプロイする場合、クラスターに対するフロントエンド構成を提供する必要
があります。
フロントエンド構成は、クラスターのアップストリームが配置された、次のコンポ
ーネントのうちのいずれかで構成されることが可能です。
v フロントエンド Web サーバー
v ロード・バランサー
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v Web サーバーのロード・バランサー・アップストリーム (IP スプレイヤー・トポ
ロジー)
セキュリティーを最大化するには、選択するトポロジー内のさまざまなキー・ポイ
ントにファイアウォールをデプロイします。配信応答を改善するには、Web サーバ
ーおよびロード・バランサーのキャッシング・プロキシー・サーバー・アップスト
リームをデプロイします。

フロントエンド Web サーバー:
IBM InfoSphere Information Server 実装内で、IBM WebSphere Application Server ク
ラスターをデプロイする場合、クラスターのフロントエンド Web サーバー・アッ
プストリームを提供できます。
InfoSphere Information Server は、IBM HTTP Server および Apache HTTP Server
をサポートします。これらのソフトウェア製品は、InfoSphere Information Server に
付属していません。
フロントエンド Web サーバーは、サーブレットと JSP 要求を管理します。Web サ
ーバーは、通常、内部ワークロード管理 (WLM) プラグインを使用して、Web 要求
を適切なクラスター・メンバーと、そのコンテナーにディスパッチします。Web サ
ーバーは、WLM プラグインに事前構成されているポリシーに従って、ディスパッ
チを実行します。フロントエンド Web サーバーは、パフォーマンスとセキュリテ
ィーを向上させます。それは、Web サーバーが固有の HTTP エントリー・ポイン
トをクラスターに供給しているからです。
Web サーバー・レベルでの Single Point of Failure を防ぐには、アクティブ・サー
バーで障害が起きた場合にテークオーバーするように、バックアップ専用の Web
サーバーをデプロイします。
次のダイアグラムは、フロントエンド Web サーバーを使用する InfoSphere
Information Server クラスターを示します。バックアップ Web サーバーもまた、デ
プロイされます。
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図 21. フロントエンド Web サーバーを伴うクラスター

IBM HTTP Server を選択すると、デプロイメント・マネージャーをセットアップし
て、Web サーバーの構成と管理をマネージメントできます。Web サーバーは、管理
対象ノードとしても、非管理対象ノードとしても定義できます。
v デプロイメント・マネージャーを使用して、セル内の他のいずれかの管理対象ノ
ードと同じように Web サーバーを管理する場合、Web サーバーを管理対象ノー
ドとして定義します。例えば、デプロイメント・マネージャーを使用して、IBM
HTTP Server を開始または停止したり、クラスターに定義されるワークロード管
理ポリシーを含む IBM HTTP Server プラグイン構成ファイルをインストールし
たりすることができます。
v クラスター・メンバーを保護するファイアウォールの Web サーバー・アップス
トリームをデプロイする場合、Web サーバーを非管理対象ノードとして定義しま
す。この場合、コンピューター上の IBM HTTP Server 管理プロセスを有効にす
ることによって、デプロイメント・マネージャーを伴う Web サーバーを管理で
きます。
次のダイアグラムは、管理対象ノードとして定義される IBM HTTP Server インス
タンスを示します。デプロイメント・マネージャーは、ローカル・ノード・エージ
ェントを介して IBM HTTP Server を管理します。
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図 22. 管理対象ノードとして定義される IBM HTTP Server インスタンス

次のダイアグラムは、スタンドアロン・サーバー上で非管理対象ノードとして定義
される IBM HTTP Server インスタンスを示します。ファイアウォールは、サーバ
ーをセルから分離します。デプロイメント・マネージャーは、IBM HTTP Server 管
理プロセスを使用して、IBM HTTP Server インスタンスを管理します。

図 23. スタンドアロン・サーバー上で非管理対象ノードとして定義される IBM HTTP Server インスタンス

Apache HTTP Server を使用する場合、インスタンスは、非管理対象ノードとして定
義される必要があります。それらを、デプロイメント・マネージャーを使用して管
理することはできません。例えば、Web サーバー・プラグイン構成ファイルを各
Web サーバーに手動でコピーする必要があります。
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図 24. Apache HTTP Server

ロード・バランシング:
IBM InfoSphere Information Server 実装内で、IBM WebSphere Application Server ク
ラスターをデプロイする場合、クラスターのロード・バランサー・アップストリー
ムを提供できます。
InfoSphere Information Server は、IBM および他のベンダーによって製造された多く
のロード・バランサー・ソリューションをサポートします。
次の表には、ロード・バランサー・アプローチの利点と欠点がリストされていま
す。
表 5. ロード・バランサー・アプローチの利点と欠点
ロード・バランサーのデプロイの利点

v より容易なデプロイメント。Web サーバ
ーのネットワークをセットアップしてか
ら、Web サーバー・プラグインを構成す
るという必要がありません。
v より多くのロード・バランシング・アルゴ
リズム代替が使用可能です。ロード・バラ
ンサーは、しばしば、Web サーバー・プ
ラグインで提供されるものよりも多くのア
ルゴリズムを提供します。その中には、個
々のコンピューターで使用レベルをモニタ
ーする、拡張ロード・ベースのバランシン
グ戦略が含まれます。
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表 5. ロード・バランサー・アプローチの利点と欠点 (続き)
ロード・バランサーのデプロイの欠点

v 追加の構成が必要です。追加の構成を行っ
て、クライアントとサーバーとの間の持続
的な接続を保守する必要があります (Web
サーバー・プラグインは、持続的な接続の
保守を自動的に処理します)。また、下流
のクラスターでトポロジー変更 (例えば、
ノードの追加や削除) があるたびに、ロー
ド・バランサーを再構成する必要がありま
す。
v ロード・バランサーは、静的 HTML のサ
ービスは提供しません。
v ハードウェア・ベースのロード・バランサ
ーは、通常、より多くのコストがかかりま
す。

ロード・バランサー・レベルでの Single Point of Failure を防ぐために、アクティ
ブ・サーバーで障害が起きた場合にテークオーバーするように、バックアップ・ロ
ード・バランサーのデプロイを検討します。
次のダイアグラムは、フロントエンド・ロード・バランサーを使用する InfoSphere
Information Server クラスターを示します。バックアップ・ロード・バランサーもま
た、デプロイされます。

図 25. フロントエンド・ロード・バランサーを伴うクラスター

デプロイメント・マネージャーを使用することで、ロード・バランサーを管理する
ことはできません。
ロード・バランサーにおけるセッション・アフィニティーを確実に構成してくださ
い。セッション・アフィニティーを達成するには、いくつかのメソッドがありま
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す。選択するメソッドは、使用する製品と、構成する転送メカニズムによって異な
ります。メカニズムには、メディア・アクセス制御 (MAC) アドレス転送、ネット
ワーク・アクセス・トランスレーション/ネットワーク・アドレス・ポート・トラン
スレーション (NAT/NAPT) 転送、およびコンテンツ・ベース転送が含まれます。レ
イヤー 2 ロード・バランサー (MAC レイヤーで操作するロード・バランサー)
は、一般的に、「ソース IP アドレスのスティッキー使用」アプローチを使用し
て、セッション・アフィニティーを達成します。レイヤー 3 および、より高位のロ
ード・バランサー (IP レイヤーおよび高位で操作するロード・バランサー) は、一
般的に、パッシブ Cookie またはコンテンツ・ベース技法を使用して、セッショ
ン・アフィニティーを達成します。セッション・アフィニティーは、通常、HTTP
サーバーを使用して、このように実装されます。詳しくは、ロード・バランサーの
資料を参照してください。
IP スプレイヤー・トポロジー:
高可用性、およびサーバーとワークロード・キャパシティーの最大バランシングを
得るには、Web サーバーのグループのロード・バランサー・アップストリームをデ
プロイします。
ロード・バランサーは、サーバーの可用性とワークロード・キャパシティーに基づ
いた Web サーバー間のインテリジェント・バランシングを実行します。このトポ
ロジーを選択して、Web サーバー・レベルでの Single Point of Failure を除去しま
す。この調整はまた、複数の Web サーバーに渡って Web 要求のロードを拡散しま
す。IBM InfoSphere Information Server は、IBM および他のベンダーによって製造
された多くの IP スプレイヤー・ソリューションをサポートします。
ロード・バランサー・レベルでの Single Point of Failure を防ぐには、アクティ
ブ・サーバーで障害が起きた場合にテークオーバーするように、バックアップ・ロ
ード・バランサーをデプロイします。
次のダイアグラムは、IP スプレイヤー・トポロジーを示します。ダイアグラムは、
2 つのフロントエンド Web サーバーを使用する InfoSphere Information Server クラ
スターを示します。ロード・バランサーは、Web サーバーのデプロイ済みアップス
トリームです。バックアップ・ロード・バランサーもまた、デプロイされます。
Web サーバーとロード・バランサーは、別々のサーバーにインストールされます。

48

プランニング、インストール、および構成ガイド

図 26. IP スプレイヤー・トポロジー

キャッシング・プロキシー:
配信応答を改善して、ダウンストリーム・トラフィックを削減するために、キャッ
シング・プロキシーをデプロイすることも可能です。
キャッシング・プロキシーの機能がロード・バランサー・ハードウェア内に埋め込
まれていない場合、Web サーバーおよびロード・バランサーのキャッシング・プロ
キシー・サーバー・アップストリームをデプロイできます。IBM InfoSphere
Information Server は、静的および動的 Web 要求をキャッシュできる、任意のキャ
ッシング・プロキシーをサポートします。
デプロイメント・マネージャーを使用することで、キャッシング・プロキシーを管
理することはできません。
次のダイアグラムは、IP スプレイヤー構成のキャッシング・プロキシー・サーバ
ー・アップストリームを示します。バックアップ・キャッシング・プロキシー・サ
ーバーもまた、デプロイされます。
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図 27. キャッシング・プロキシー構成

ファイアウォール:
IBM InfoSphere Information Server クラスターへのアクセスを保護するには、選択す
るトポロジー内のさまざまなキー・ポイントにファイアウォールをデプロイしま
す。
例えば、キャッシング・プロキシー、ロード・バランサー、および Web サーバー
の前にファイアウォールを追加します。DMZ 内で、それらを独立させて、信頼でき
ないクライアントから内部コンポーネントへの直接アクセスを拒否します。代替と
して、DMZ とクラスターとの間にファイアウォールを配置できます。サービス層と
メタデータ・リポジトリー・データベースとの間にファイアウォールを追加するこ
ともできます。
重要: IBM WebSphere Application Server は、セル内のコンポーネント間のファイア
ウォールのデプロイメントをサポートしません。例えば、アプリケーション・サー
バーは、セル内のノード間、あるいはセル内のノードとデプロイメント・マネージ
ャーとの間のファイアウォールをサポートしません。
次のダイアグラムは、DMZ の背後にあるInfoSphere Information Server クラスター
を示します。ファイアウォールは、DMZ と外部世界との間に配置されています。フ
ァイアウォールはまた、クラスターと DMZ との間に配置されています。最大のセ
キュリティーとして、ファイアウォールはまた、クラスターとメタデータ・リポジ
トリー・データベースとの間に配置されています。
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図 28. ファイアウォールを伴うクラスター

ファイアウォールをデプロイする場合、InfoSphere Information Server が使用するフ
ァイアウォールを介して、確実にいずれかのポートをオープンしてください。
データベースのクラスタリング:
高可用性トポロジーを提供するために、複数のコンピューターに渡るデータベー
ス・クラスターを作成できます。データベースをクラスター化することによって、
関係するサーバーのコンピューティング能力を結合して、より高いスケーラビリテ
ィー、より高い結合コンピューティング能力、または情報の可用性を高める冗長性
の組み込みを実現します。
DB2 データベース・クラスタリング:
IBM は、いくつかの高可用性 DB2 構成を提供します。
IBM InfoSphere Information Server は、以下の構成をサポートします。
v 高可用性クラスタリング・ソフトウェアを使用した DB2 クラスタリング
v 高可用性災害復旧 (HADR) を伴う DB2
いずれの構成でも、DB2 自動クライアント・リルートを使用して、フェイルオーバ
ーが発生したときに IBM InfoSphere Information Server がスタンバイ・ノードに再
接続できるようになります。
データベース・クラスター
高可用性 DB2 構成を提供するために、複数のコンピューターに渡る DB2 クラスタ
ーを作成できます。この構成では、クラスター内のノード間でメタデータ・リポジ
トリー・データベースが共有されます。フェイルオーバーが発生すると、クラスタ
ー内の別のノードが DB2 機能を提供します。高可用性を提供するには、1 台のコ
ンピューター上の単一アクティブ DB2 インスタンス、および他のコンピューター
上の 1 つ以上のパッシブ・インスタンスを伴うアクティブ/パッシブ構成内のクラス
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ターをセットアップします。DB2 インスタンスが問題に直面したり、失敗したりし
た場合、パッシブ・インスタンスがテークオーバーできます。
この構成を管理するために、いくつかの高可用性クラスタリング管理ソフトウェア
製品の中から選択できます。このソフトウェアは、クラスター内のノード間の「ハ
ートビート」シグナルを保守します。ハートビートがアクティブ・ノード上で失敗
した場合、ソフトウェアは、他のノードに対するフェイルオーバーを開始します。
この構成では、DB2 フェイルオーバーは自動になりますが、新しいインスタンスが
リソースを取得し、特定のトランザクションを繰り返して、他のトランザクション
を元に戻すのには数分かかることもあります。中断と手操作による介入を最小化す
るには、DB2 自動クライアント・リルートを構成します。この機能は、IBM
InfoSphere Information Server インスタンス内の他のコンポーネント (IBM
WebSphere Application Server など) を自動的に新しい DB2 インスタンスに再接続
させます。
この構成は、データベースそのものには冗長を提供しません。代わりに、データベ
ース・クライアント・プロセスに高可用性を提供して、新しいノードへの再接続を
円滑にします。データベースそのものに冗長を提供するには、高可用性災害復旧
(HADR) を実装します。
次のダイアグラムは、クラスター化されたメタデータ・リポジトリー層を組み込ん
だトポロジーを示します。この場合、メタデータ・リポジトリー・コンピューター
上の HA クラスター管理ソフトウェアは、DB2 固有の DB2 プロセスをモニターし
ます。ソフトウェアはまた、コンピューター・ハードウェアおよびネットワークの
正常性をモニターします。
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図 29. クラスター化されたメタデータ・リポジトリー層を伴うトポロジー

高可用性災害復旧 (HADR)
DB2 データベース・レベルで高可用性を提供するために、DB2 高可用性災害復旧
(HADR) 構成を作成できます。この構成では、データベースの完全で分離したコピ
ーは、ローカルまたはリモート・ロケーションのスタンバイ・ノード上で保守され
ます。1 次 DB2 データベースは、トランザクションを処理します。内部 HADR プ
ロセスを使用して、ログが保管されているスタンバイ・ノードにトランザクショ
ン・ログのレプリカを生成します。その後、スタンバイ・ノードでのプロセスは、
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ログに記録されたトランザクションをスタンバイ・データベースに対して直接やり
直します。2 つのコピーは、相互に同期的に、または、ほぼ同期的に保守されま
す。
DB2 プロセスは、通常、データベースの 1 次コピーにのみアクセスします。しか
し、1 次コピーが失敗すると、アドミニストレーターがスタンバイ・コピーをトリ
ガーして、トランザクション・ワークロードをテークオーバーします。自動クライ
アント・リルートをセットアップして、フェイルオーバーの振る舞いをほぼ透過に
することができます。1 次コピーが使用不可になった場合、自動クライアント・リ
ルートが、失敗した 1 次コピーへの接続を再試行します。再接続が失敗した場合、
自動クライアント・リルートは、スタンバイ・コピーが使用可能かどうかを判断し
ます。サーバーが使用可能な場合、自動クライアント・リルートは、スタンバイ・
コピーへのアプリケーション・サーバー接続を再経路指定します。トランザクショ
ンの保留はロールバックされて、その後、スタンバイ・コピーで再発行されます。
自動クライアント・リルートはまた、構成されて、最初のスタンバイ・コピーが使
用不可の場合、代替スタンバイ・コピーに再接続できます。フェイルオーバーは即
時です (通常、サーバーが同じ LAN セグメント上にある場合、10 秒から 15 秒)。
使用不可のデータベースが再度使用可能になった場合、新しいスタンバイ・データ
ベースとして自動的に再組み込みされて、再同期化されます。
次のダイアグラムは、メタデータ・リポジトリー層が HADR 構成にセットアップ
される IBM InfoSphere Information Server 実装を示します。
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図 30. HADR 構成

Oracle データベース・クラスタリング:
メタデータ・リポジトリー・データベースまたは IBM InfoSphere Information
Analyzer 分析データベースをホストするために、Oracle データベース・システムを
使用する場合、Oracle Real Application Clusters (RAC) を実装することによって、メ
タデータ・リポジトリー層の可用性を向上させることができます。
Oracle RAC 構成は、複数のコンピューターで構成され、それぞれは、Oracle イン
スタンス (保管されたデータにアクセスできるようにするプロセスによって形成さ
れる) を実行します。各 Oracle インスタンスには、高速ネットワークを介した共通
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データベース・ファイル・システムへのアクセス権限があります。1 台のコンピュ
ーターまたは Oracle インスタンス・プロセスが失敗した場合、他の Oracle インス
タンスがサービスの提供を継続します。Oracle データベース・クラスター管理ソフ
トウェア (Oracle Clusterware) は、Oracle RAC 構成をモニターして管理し、失敗し
た Oracle インスタンスを再実行します。
クライアント・プロセスは、単一の Oracle データベース・インスタンスにアクセス
するのと同じように、Oracle RAC 構成にアクセスします。 Oracle RAC 11g に関
しては、仮想 IP アドレスが、クラスター内の各サーバーに割り当てられます。ク
ラスター内の 1 つのノードが失敗した場合、仮想 IP アドレスは、別のノードにフ
ェイルオーバーし、クライアント・プロセスは自動的に再接続できます。
Oracle RAC クラスター内のノードは、ノード間のメッセージングのために、分離し
た、専用高速ネットワークを要求します。このネットワークは、相互接続 と呼ばれ
ます。
次の図は、Oracle RAC が組み込まれた IBM InfoSphere Information Server トポロ
ジーを示します。2 台の Oracle RAC ノード・コンピューターは、データベース・
ファームへのアクセス権限を共有します。
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図 31. Oracle RAC 構成を伴うトポロジー

RAC クラスター内のノードが失敗した場合、他のノードがサービスの提供を継続し
ます。
より高い高可用性の場合は、Extended Distance Clusters 構成に Oracle RAC を実装
できます。この構成では、クラスター内のノードは、物理的に分離した設置場所に
配置されます。
Oracle RAC に InfoSphere Information Server をインストールするには、構成内の単
一ノードにインストールします。その後、追加のステップを実行して、InfoSphere
Information Server が、完全な Oracle RAC 構成を作動できるようにします。
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パラレル処理およびグリッドのトポロジー
IBM InfoSphere Information Server エンジンの効率とスループットを最大にするに
は、パラレル処理またはグリッドのトポロジーを作成します。
これらのトポロジーでは、個々のジョブのワークロードが複数のプロセッサーに分
散されます。プロセッサーは、同じコンピューター上にあっても、ネットワークを
介して接続された異なるコンピューター上にあっても構いません。パラレル・エン
ジンは、プロセッサーおよびコンピューターを並行して使用して、個々のジョブを
完了します。パラレル・エンジンと InfoSphere Information Server エンジンで、エ
ンジン層を構成します。
InfoSphere Information Server パラレル・フレームワークをグリッド・コンピューテ
ィング処理に構成することができます。サポートされるリソース・マネージャーを
インストールして、実行時の使用可能なコンピューター・ノード (物理的なコンピ
ューター) の動的割り当てを有効にします。

パラレル処理トポロジー
パラレル処理トポロジーでは、個々のジョブのワークロードが複数のプロセッサー
に分散されます。
IBM InfoSphere DataStage で、ジョブをデザインして実行し、データを処理しま
す。通常、ジョブは、1 つ以上のデータ・ソースからデータを抽出して変換し、1
つ以上の新しいロケーションにロードします。
パラレル処理トポロジーでは、個々のジョブのワークロードが、計算ノード と呼ば
れる、1 つ以上のコンピューター上にある複数のプロセッサーに分散されます。ユ
ーザーは、InfoSphere DataStage の中で、構成ファイルを変更して複数の処理ノード
を定義します。これらのノードは、並行して動作し、個々のジョブを迅速かつ効率
的に完了します。コンダクター・ノード のコンピューターは、その処理を統合しま
す。
パラレル処理環境は、対称型マルチプロセッシング (SMP)、または大量パラレル処
理 (MPP) システムとして分類されます。

対称型マルチプロセッシング (SMP) システム
対称型マルチプロセッシング (SMP) 環境では、複数のプロセッサーが、その他のハ
ードウェア・リソースを共有します。次の図では、複数のプロセッサーが同じメモ
リーとディスク・スペースを共有していますが、単一のオペレーティング・システ
ムを使用しています。
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図 32. 対称型マルチプロセッシング (SMP) システム

パラレル・ジョブのワークロードは、システム内のプロセッサーに分散されます。
ジョブ完了の実際の速度は、システム内の共有リソースによって制限される可能性
があります。システムを拡張するには、プロセッサーの数を増やすか、メモリーを
追加するか、ストレージを増やします。実際に行う拡張方法は、現行システムでジ
ョブがどのように制限されているかによって異なります。

大量パラレル処理 (MPP) システム
大量パラレル処理 (MPP) システムでは、以下の図のように、多くのコンピューター
が同じシャーシに物理的に格納されています。

図 33. 大量パラレル処理 (MPP) システム
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MPP システムは、以下の図のように、物理的に分散しています。

図 34. MPP システム

MPP 環境では、物理的なコンピューターの間でリソースを共有する必要がないた
め、パフォーマンスは向上します。システムを拡張するには、コンピューターと、
関連のメモリーおよびディスクのリソースを追加します。
MPP システムでは、一般に、ネットワーク全体にわたってファイル・システムが共
有されます。この構成では、システム内の個々のノードにプログラム・ファイルを
インストールするのではなく、プログラム・ファイルを共有できます。

グリッド・トポロジー
グリッド・トポロジーでは、リソース・マネージャーが、ジョブ処理にリソースを
動的に割り振ります。
標準の InfoSphere Information Server スイートは、 IBM LoadLeveler® を使用し
て、 Red Hat Enterprise Linux のみでグリッドの実装をサポートしています。グリ
ッド内の各コンピューターは、同じオペレーティング・システムとリリース・レベ
ルを使用していなければなりません。コンピューターは、同じ高速ローカル・エリ
ア・ネットワーク内で接続され、アクセス可能である必要があります。この実装
は、この文書の手順を使用してセットアップできます。
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IBM InfoSphere Information Server パラレル処理トポロジーでは、ジョブにリソース
を割り当てるために、構成ファイルを変更します。並列処理の度合いや、ジョブが
実行されるサーバーを変更するには、構成ファイルを変更して、新しいノード数や
関連サーバーを組み込みます。この方式では、ジョブが使用するノードの関連付け
が静的になります。
グリッドの実装では、リソース・マネージャーが、使用可能なリソースのプールを
管理し、ジョブが処理のためにサブミットされたときに、それらを動的に割り振り
ます。ジョブごとに、リソース・マネージャーは、リソースが使用可能になるまで
待ち、リソースをジョブに割り当てる構成ファイルを生成します。システムは各プ
ロセッサーのアイドル時間を最小にして、リソースが最も効率的に使用されるよう
にします。
グリッドのトポロジーは多様です。それは、ネットワーク接続ストレージ (NAS) や
ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) といったストレージの実装に一部依存し
ます。ただし、どのグリッド・トポロジーにおいても、1 つのサーバーがコンダク
ター・ノードとして指定され、その他のサーバーが計算ノードとして指定されま
す。ジョブはすべて、コンダクター・ノードから開始され、計算ノードで処理され
ます。
グリッドは、追加のコストを最小にして、比較的低コストのハードウェアに実装す
ることができます。グリッドを拡張するには、ノードを追加してリソース・マネー
ジャーに登録します。グリッド内のジョブの処理を停止せずに、ノードのサービス
を休止することができます。
以下の図は、標準的なグリッド・トポロジーを示しています。この図では、14 ブレ
ードの IBM BladeCenter® シャーシを示しています。外部ディスク・ストレージ
は、ネットワーク接続ストレージ (NAS) システムです。このストレージには、最初
のノード (ノード 0) にインストールされた NFS サーバーを通って、すべてのブレ
ードからアクセスできます。
次の図では、最初のブレード (ノード 1) に、メタデータ・リポジトリー層およびサ
ービス層がインストールされています。 2 番目のブレード (ノード 2) には、サー
バー・エンジン、リソース・マネージャー、および 1 つのパラレル・エンジンがイ
ンストールされています。その他のすべてのブレード (ノード 3 から 14) は、グリ
ッドの処理能力を提供する計算ノードです。クライアント層は、ブレード・システ
ムに接続されたワークステーションにインストールされています (このコンピュー
ターは示されていません)。
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図 35. グリッド・トポロジー

キャパシティー・プランニング
IBM InfoSphere Information Server の最適な稼働環境を作るために、ディスク、ボリ
ューム・グループ、およびファイル・システム・リソースの使用を計画します。
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インストールのキャパシティー・プランニングの中で、期待されるニーズに応じて
ファイル・システムとデータベースのサイズを決定します。インストールの後、フ
ァイル・システムを継続的にモニターし、十分なスペースが必ず使用可能であるよ
うにします。
コンピューターを変更する前に、InfoSphere Information Server のインストールを計
画しているコンピューターをバックアップします。
重要: ファイル・システムのスペースが不足すると、 InfoSphere Information Server
は正しく動作しなくなります。

ファイル・システム
以下のような別々のファイル・システムを計画します。
一時ストレージ
処理中に使用された後、破棄されるスクラッチ・データ用のディレクトリ
ー。
プログラム・コード
InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー、データベー
ス・サーバー・インストール・ディレクトリー、および IBM WebSphere
Application Server インストール・ディレクトリー用のプログラム・コー
ド・ディレクトリー。
ストレージ・ディレクトリー
メタデータ・リポジトリー・データベース用、および IBM InfoSphere
Information Analyzer データベースと IBM InfoSphere QualityStage マッチン
グ・デザイナー・データベース (これらの製品モジュールをインストールす
る場合) 用のデータベース・ストレージ・ディレクトリー。
コンポーネントの各機能サブグループをそれぞれの別個のファイル・システムに分
けて、それぞれに異なるパフォーマンスと容量の特性、およびバックアップの要件
に対応します。インストール先のオペレーティング・システムで可能な場合は、破
壊または再作成を必要とすることなく、ファイル・システムが拡張可能である必要
があります。

RAID および SAN 構成
(IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere QualityStage、および IBM InfoSphere
Information Analyzer の) ジョブのパフォーマンスは、最適化されるすべてのコンポ
ーネントに依存します。RAID (Redundant Arrays of Independent Disks、新磁気ディ
スク制御機構) および SAN (system area network、システム領域ネットワーク) 構成
の場合、パフォーマンスが最大となるのは、(コントローラーとディスクの) 帯域幅
が最大で、競合が最小になる組み合わせの場合です。
次のガイドラインは、RAID または SAN テクノロジーの構成に役立ちます。
v データベースが最適にチューニングされるようにします。
v メタデータ・リポジトリー層とサービス層をインストールするコンピューター
が、高速ネットワーク上に配置されるようにします。
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v 一時システム (スクラッチ、バッファー、およびソート) とデータ・ファイル・シ
ステムとの間の競合を最小にします。一時ストレージに、ネットワーク・ファイ
ル・システム (NFS) を使用しないでください。一時ストレージには、ローカル・
ディスクの使用を検討してください。
v InfoSphere Information Server ファイル・システムと、これと同じディスクとコン
トローラーを使用する他のアプリケーションまたはサーバーとの間の競合を最小
にします。
v 複数のマウント・ポイントを、別々の高速ディスク相互接続とコントローラーに
分離することを検討します。
v 使用可能な未使用のストレージと比較して、ファイル・システムの細分性と、そ
の下にある構成との間のトレードオフを検討します。
v 非常に複雑なデバイス構成は作成しないでください。このような構成は、管理が
難しく、パフォーマンスの顕著な改善はできない可能性があります。
v 可能であれば、ハードウェア、ストレージ、オペレーティング・システム、およ
び InfoSphere Information Server の専門家に構成を確認してもらいます。
v 並列処理を含むシステムの場合、並列処理を備えていないエンジンのシステムと
は異なる専門知識が必要です。
最適なディスク構成とは、費用、複雑さ、管理の容易さ、および最終的なパフォー
マンスのバランスが取れたものになります。

インストールのシナリオ
以下のインストールのシナリオでは、企業が組織のニーズに基づいて、IBM
InfoSphere Information Server のさまざまな構成を実装する方法を説明し、例をあげ
て示しています。 InfoSphere Information Server の使用を計画する方法の理解を深
めるのに、これらのシナリオを使用してください。

シナリオ A: 基本のクライアント/サーバー構成
シナリオ A は、1 つのコンピューターにインストール済み環境があり、その他にク
ライアント・ワークステーションがあるものです。高可用性の機能はありません。
この構成は、デプロイメント・システムに使用するのが適しています。
ある小規模の小売チェーンが、予測、流通、補充、在庫管理の処理を統合したいと
考えています。統合の一部として、複数のシステムから 1 つのレコード・システム
に財務レポート・データをマイグレーションしようとしています。それは、プロジ
ェクトとジョブの構築とテストを行う小規模の開発システムと、より規模が大きい
実動システムという 2 つの別個の IBM InfoSphere Information Server インストール
済み環境を作成することにします ( 65 ページの『シナリオ B: 独立したエンジン層
とパラレル・エンジン構成』 を参照)。開発システムでは、シンプルなトポロジー
を使用して、ストレージ機構を持つ単一サーバー (次の図の Host1) で 5 台のクラ
イアント・ワークステーションに対応できます。
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図 36. シナリオ A の構成

シナリオ B: 独立したエンジン層とパラレル・エンジン構成
シナリオ B は、 IBM InfoSphere Information Server エンジン専用のコンピュータ
ーがあるインストールです。
シナリオ A の開発システムを構築した小売チェーンは、より規模が大きい実動シス
テムを構築したいと考えています。比較的大量のジョブ・スループットを予想して
います。エンジン層を専用のサーバー (次の図の Host2) に構築した構成を作成する
ことにしました。容量を追加するために、別個のコンピューター (Host3) をセット
アップして、パラレル処理計算ノードとして機能させます。メタデータ・リポジト
リー層とサービス層がサーバー (Host1) を共有します。セキュリティーをさらに高
くするために、サーバーとクライアント・ワークステーションとの間で HTTPS 通
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信が使用可能になっている必要があります。

図 37. シナリオ B の構成

シナリオ C: 2 つのサーバーのアクティブ/パッシブ高可用性構成
シナリオ C は、失敗の場合に相互にフェイルオーバーできる 2 台のコンピュータ
ーを組み込んだ構成です。
小規模の事業会社が IBM InfoSphere Information Server を購入して、IBM
InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere QualityStage、および IBM InfoSphere
Information Analyzer をデータ統合のために使用しようとプランニングしています。
プロジェクトには 3 人から 4 人の開発者が予定されています。
実動システムのボリュームとしては、それほど大規模なものは予定されていませ
ん。しかし、システムは高可用性でなければなりません。ハードウェア・コストを
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最小化するために、システムとして、2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの
トポロジーを実装することを決断しています。すべてのコンポーネントは、1 つの
サーバーで実行し、ハードウェア、ネットワーク、またはオペレーティング・シス
テムの障害が発生した場合、または管理者が保守目的でフェイルオーバーを強制す
る場合、他のサーバーにフェイルオーバーするものとします。フェイルオーバーが
発生中は、システムは作動不可です。
それらに、2 つの分離した IBM InfoSphere Information Server インストールを作成
することを決定します。
v プロジェクトおよびジョブがビルドされて、テストされる小規模な開発システ
ム。構成は、 64 ページの『シナリオ A: 基本のクライアント/サーバー構成』と
同一です。
v より高い可用性の実動システム。ストレージ機構を持つ、2 つのサーバーによる
アクティブ/パッシブの構成を使用します。
いくつかのクライアント・ワークステーションが両方のシステムにアクセスしま
す。
プロセッシング・スループットを向上させるために、1 次ノードがアクティブであ
る間、パラレル・エンジン計算ノードとしてパッシブ・ノードが使用されます。
以下のダイアグラムはこのトポロジーを示します。
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図 38. シナリオ C の構成

シナリオ D: メタデータ・リポジトリー層とサービス層のクラスタ
ー構成
シナリオ D は、高可用性のために IBM WebSphere Application Server クラスタリ
ングおよび IBM DB2 クラスタリングを組み込む構成です。
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ある大規模な会社が、他のアプリケーションに対応する IBM WebSphere Application
Server Network Deployment (ND) および DB2 の両方を使用します。最近、IBM
InfoSphere Information Server を購入しました。将来のデータ統合プロジェクトのた
めに、コンポーネントの完全スイートを使用する計画です。
その会社には、既存の WebSphere Application Server および IBM DB2 インストー
ル済み環境があります。それらは、会社の IT 部門内の異なるサポート・グループ
内でそれぞれに管理されています。各グループは、彼らの監督の下にあるコンポー
ネントに対する高可用性ソリューションを提供する方法を理解しています。
膨大な数の同時ユーザーが、ほとんどダウン時間を許可しない、クラスター化され
たWebSphere Application Server トポロジーを要求します。このトポロジーはまた、
将来の拡張に備えて、追加容量に適応できるようにします。WebSphere Application
Server グループは、InfoSphere Information Server に対する WebSphere Application
Server クラスターを作成することを計画しています。 DB2 グループは、ダウン時
間を最小化するために、メタデータ・リポジトリーおよび IBM InfoSphere
Information Analyzer データベースのクラスタリングを提供します。
エンジン層は、アクティブ/パッシブ・サーバー・クラスター・トポロジーに構成さ
れます。クラスター管理ソフトウェアは、IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms です。プロセッシング・スループットを向上させるために、1 次ノー
ドがアクティブである間、パラレル・エンジン・ノードとしてパッシブ・ノードが
使用されます。
サーバーには、64 ビット Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform が、AMD
CPU またはプロセッサー上で使用されます。クライアントには、既存の Microsoft
Windows XP ワークステーションが使用されます。
次のダイアグラムに、構築される構成を示します。
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図 39. シナリオ D の構成
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第 3 章 インストール・チェックリストの確認
トポロジー内に IBM InfoSphere Information Server をインストールするための一連
のステップを決定します。

データベース・ソフトウェアのインストールのオプション
各データベースのデータベース・システムをインストールする方法、およびデータ
ベース・システム内にデータベースを作成する方法を決定する必要があります。
IBM InfoSphere Information Server データベースをセットアップする手順は、使用す
るデータベース・システムと、データベース・システムの場所によって異なりま
す。
高可用性のためにクラスター化されたデータベース構成 (DB2 クラスター、DB2 高
可用性災害復旧 (HADR) 構成、Oracle Real Application Clusters (RAC) など) を使
用する場合には、まず、データベース・システムをインストールして、クラスター
を構成する必要があります。その後、InfoSphere Information Server インストール・
メディアのスクリプトを使用して、インスタンス内にデータベースを作成します。
InfoSphere Information Server インストール・プログラムの実行時に、インストール
用のデータベース・システムを指定します。データベースのインストールについて
詳しくは、 161 ページの『メタデータ・リポジトリー・データベースのインストー
ル』を参照してください。

IBM DB2 データベース
次のいずれかの方式を使用して、データベースをセットアップします。
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用した DB2 データ
ベース・システムのインストール
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して DB2
9.7 をターゲット・コンピューターにインストールし、その中にデータベー
スを作成します。 DB2 9.7 は、InfoSphere Information Server にバンドルさ
れています。インストール・プログラム内で、「メタデータ・リポジトリ
ー」層インストール・オプションを選択して、DB2 をインストールし、デ
ータベースを作成します。
DB2 データベース・システムの事前インストール
インストール・プログラムを実行する前に、ターゲット・コンピューターま
たは他のコンピューターに、DB2 データベース・システム (サポートされ
る任意のバージョン) を事前インストールします。そのあと、次のいずれか
の方式を使用して、データベースを作成します。
v DB2 インスタンスがターゲット・コンピューターにある場合、InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを使用して、インスタンス
内にデータベースを作成します。インストール・プログラム内で、「メタ
データ・リポジトリー」層インストール・オプションを選択して、データ
ベースを作成します。
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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v DB2 インスタンスがターゲット・コンピューターにない場合、InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを実行する前に、インスタ
ンス内にデータベースを作成します。データベースを作成するには、
InfoSphere Information Server ソフトウェアに付属のスクリプトを使用し
ます。
次の表では、IBM DB2 データベースのさまざまなインストール・オプションを要約
しています。
表 6. IBM DB2 データベース用のデータベース・システム・インストールおよびデータベー
ス作成のオプションの要約
構成
DB2、非クラスター構成

データベース・システム・イ
ンストール・オプション
InfoSphere Information Server
インストール・プログラムを
実行する前に、事前インスト
ールします。
DB2 9.7 の場合のみ、
InfoSphere Information Server
インストール・プログラムを
使用してインストールできま
す。

データベース作成オプション
次のいずれかの方法を使用し
ます。
v InfoSphere Information
Server インストール・プロ
グラムを使用します。
v InfoSphere Information
Server インストール・メデ
ィアにあるスクリプトを使
用します。

DB2、クラスター構成

事前インストールしてから、
クラスターを作成します。

InfoSphere Information Server
インストール・メディアにあ
るスクリプトを使用します。

DB2、高可用性災害復旧
(HADR) 構成

事前インストールしてから、
HADR 構成を作成します。

次のいずれかの方法を使用し
て、基本ノードにデータベー
スを作成します。
v InfoSphere Information
Server インストール・プロ
グラムを使用します。
v InfoSphere Information
Server インストール・メデ
ィアにあるスクリプトを使
用します。

DB2 9.7、高可用性災害復旧
(HADR) 構成

次のいずれかの方法を使用し
ます。
v InfoSphere Information
Server インストール・プロ
グラムを使用してインスト
ールします。
v InfoSphere Information
Server インストール・プロ
グラムを実行する前に、事
前インストールします。

次のいずれかの方法を使用し
て、基本ノードにデータベー
スを作成します。
v InfoSphere Information
Server インストール・プロ
グラムを使用します。
v InfoSphere Information
Server インストール・メデ
ィアにあるスクリプトを使
用します。

その他のデータベース
次のいずれかの方式を使用して、データベースをセットアップします。
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データベース・システムのプリインストール
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に、
データベース・システム内にデータベースを作成します。データベースを作
成するには、InfoSphere Information Server ソフトウェアに付属のスクリプ
トを使用します。
既存のデータベース・システムの使用
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に、
InfoSphere Information Server インストール・メディアで提供されるスクリ
プトを使用して、データベース・システムの中にデータベースを作成しま
す。
どちらの場合も、インストール・プログラムを実行するときに、「メタデータ・リ
ポジトリー」層オプションを使用しません。
次の表では、サポートされているその他のデータベースのさまざまなインストー
ル・オプションを要約しています。
表 7. Oracle および Microsoft データベース用のデータベース・システム・インストールおよ
びデータベース作成のオプションの要約
構成

データベース・システム・イ
ンストール・オプション

データベース作成オプション

Oracle データベース・システ InfoSphere Information Server
ム (サポートされる任意のバ インストール・プログラムを
ージョン)、非クラスター構成 実行する前に、事前インスト
ールします。

InfoSphere Information Server
インストール・メディアにあ
るスクリプトを使用します。

事前インストールしてから、
Oracle Real Application
RAC セットアップを作成し
Clusters (RAC) クラスター
(サポートされる任意のバージ ます。
ョン)

InfoSphere Information Server
インストール・メディアにあ
るスクリプトを使用します。

Microsoft SQL Server データ
ベース・システム (サポート
される任意のバージョン)、非
クラスター構成

InfoSphere Information Server
インストール・メディアにあ
るスクリプトを使用します。

InfoSphere Information Server
インストール・プログラムを
実行する前に、事前インスト
ールします。

アプリケーション・サーバー・ソフトウェアのインストールのオプション
サービス層の構成の中で、インストールする IBM WebSphere Application Server の
バージョンと、そのインストール方法を決定します。
サービス層内の中心コンポーネントは、 WebSphere Application Server です。この
アプリケーション・サーバーは、 IBM InfoSphere Information Server に共通で製品
固有のサービスをホストします。
64 ビット・プラットフォームの場合、WebSphere Application Server ND バージョ
ン 7.0 およびバージョン 8.0 には 32 ビット・バージョンと 64 ビット・バージョ
ンの両方があります。長期間のパフォーマンスとユーザー数の計画を立てるとき
に、一方のバージョンのほうが適している場合があります。
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Linux および Linux for System z® の場合、 WebSphere Application Server のター
ゲット・バージョンは 64 ビットです。
WebSphere Application Server ND バージョン 7.0 は、InfoSphere Information Server
にバンドルされています。64 ビット・プラットフォームの場合、バンドルされるバ
ージョンは 64 ビットです。 32 ビット・プラットフォームの場合、バンドルされ
るバージョンは 32 ビットです。
WebSphere Application Server をセットアップするには、以下のいずれかの方法を使
用します。
v InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して、サービス層
のインストールの一部として WebSphere Application Server ND バージョン 7.0
をインストールします。インストール・プログラムは、InfoSphere という名前の
サーバー・プロファイルと、server1 という名前のアプリケーション・サーバー・
インスタンスを作成します。このアプリケーション・サーバーは、InfoSphere
Information Server と共にのみ使用できるライセンス交付を受けています。
v WebSphere Application Server ND、バージョン 7.0 またはバージョン 8.0 をプリ
インストールします。バージョン 7.0 の既存のインストールを使用できますが、
バージョン 8.0 はプリインストール・コンポーネントのみとしてサポートされて
います。既存のインストールを使用する場合は、手動でプロファイルを作成する
必要があります。
高可用性および拡張性のためにクラスター化された WebSphere Application Server
ND の構成をセットアップするには、 WebSphere Application Server ND を事前イ
ンストールします。 InfoSphere Information Server をインストールする前に、クラ
スター、プロファイル、およびフロントエンドのディスパッチャーを構成します。
222 ページの『InfoSphere Information Server に対する WebSphere Application Server
クラスターの実装』を参照してください。

インストールの前にすべての層コンピューターに存在していなければならな
いディレクトリー
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムには、それを実行する
前に、すべての層コンピューターに特定のディレクトリーが存在する必要がありま
す。
一時ディレクトリーには、インストール・プログラムで必要な一時ファイルが含ま
れます。これらのファイルは、インストール後には不要で、削除して差し支えあり
ません。
一時ディレクトリー
一時ディレクトリーのバックアップは不要です。
root ユーザー、インストール・プログラムを実行するユーザー、および他の
すべての InfoSphere Information Server ユーザーには、一時ディレクトリー
に対する読み取り、書き込み、および実行の許可が必要です。
一時ディレクトリーは、高速の読み取り/書き込み性能を持つファイル・シ
ステムに置いてください。
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以下の表に、一時ディレクトリーに関してオペレーティング・システムに固
有の情報を示します。
表 8. 一時ディレクトリー: オペレーティング・システム固有の情報
オペレーティング・システム

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

Linux、UNIX

/tmp

一時ディレクトリーが入るフ
ァイル・システムは、その物
理区画で一時スペースのシス
テム要件を満たす必要があり
ます。 df コマンドを使用し
て、ファイル・システムごと
の使用可能なディスク・スペ
ースの量を確認します。コマ
ンドの結果にそのディレクト
リーまたはその親ディレクト
リーがリストされない場合
は、ルート・ファイル・シス
テム (/) の量を使用します。

Solaris

/tmp

なし

追加要件

/var/tmp
Windows

TEMP 環境変数で指定された
ディレクトリー。このディレ
クトリーは通常、
『x:¥Documents and
Settings¥user_name¥Local
Settings¥temp』ディレクト
リーです。ここで、
user_name は、インストール
実行ユーザーの Microsoft
Windows ログイン名です。
Windows Server 2008 および
Windows 7 では、このディレ
クトリーは、通常、
『x:¥Users¥user_name¥
AppData¥Local¥Temp』ディレ
クトリーです。

インストール・プログラムが
パスへ抽出するファイルの一
時ディレクトリーのパスとフ
ァイルのパスの文字数は、
256 文字を超えることができ
ません。長いパス名はインス
トールが失敗する原因となる
可能性があります。

ユーザー ID のホーム・ディレクトリー
ホーム・ディレクトリーには、既存のユーザー ID と (デフォルトで) イン
ストール・プログラムが作成する ID が含まれます。
インストールを実行するアドミニストレーター ID または root ユーザー
ID は、ホーム・ディレクトリーおよびすべてのサブディレクトリーに書き
込み可能でなければなりません。
このディレクトリーは定期的にバックアップしてください。
以下の表に、ホーム・ディレクトリーに関してオペレーティング・システム
に固有の情報を示します。
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表 9. ホーム・ディレクトリー: オペレーティング・システム固有の情報
オペレーティング・システム

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

Linux、UNIX

/home/user_name

追加要件
オーナーには、オーナーのデ
ィレクトリーおよび親ディレ
クトリーに対して少なくとも
755 の許可が必要で、すべて
のサブディレクトリーに対し
て読み取り、書き込み、およ
び実行の権限を持っている必
要があります。
ホーム・ディレクトリーがネ
ットワーク・ファイル・シス
テム (NFS) 上にある場合
は、no_root_squash オプシ
ョンを使用可能にし、
nosetuid オプションをオフ
にして、そのファイル・シス
テムをエクスポートします。

Windows

『c:¥Documents and
Settings¥user_name』 また
は c:¥Users¥user_name

なし

Solaris ゾーン
Solaris ゾーンでは、 Solaris コンピューターを複数の論理コンピューターに
分けることができます。 InfoSphere Information Server は、グローバル・ゾ
ーンまたは非グローバル・ゾーンにインストールすることができます。スパ
ース・ゾーンに InfoSphere Information Server をインストールすることはで
きません。グローバル・ゾーンまたは非グローバル・ゾーンにインストール
する場合、root ユーザーには、すべての論理コンピューターの次のファイル
およびディレクトリーへの書き込み権限が必要です。
v / (ルート)
v /etc
v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/rc
v /tmp
v /var
v /var/tmp
v /usr/local/bin
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メタデータをインポートおよびエクスポートするための InfoSphere
Metadata Asset Manager とブリッジのインストール
メタデータ交換エージェントをブリッジと一緒にインストールする場合、ブリッジ
を使用して、InfoSphere Metadata Asset Manager でメタデータをインポートし、
Import Export Manager でメタデータをエクスポートすることができます。
InfoSphere Metadata Asset Manager は、メタデータをインポートするための堅固な
機能を提供します。InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジまたはコネクタ
ーを使用して、アプリケーション、ファイル、およびデータベースからメタデータ
資産をインポートします。メタデータはステージング・エリアにインポートしま
す。ステージング・エリアで、ソース・メタデータを分析し、結果をプレビューし
てから、それをメタデータ・リポジトリーと共有します。メタデータ・リポジトリ
ーをブラウズし、検索し、共通のメタデータ資産を管理することができます。
InfoSphere Metadata Asset Manager のコンポーネントは、サービス層とリポジトリ
ー層にスイートと一緒に自動的にインストールされます。ブリッジとコネクターを
使用するには、追加のソフトウェアをインストールする必要があります。
ブリッジを使用するには、Microsoft Windows のクライアント層コンピューターに
「メタデータ交換エージェントおよびブリッジ (Metadata interchange agent and
bridges)」をインストールすることを選択する必要があります。メタデータ交換エー
ジェントは、ブリッジと InfoSphere Metadata Asset Manager 間の対話を使用可能に
します。メタデータ交換エージェントをブリッジと一緒にインストールする場合、
以下のコンポーネントがクライアント層コンピューターに自動的にインストールさ
れます。
v メタデータ交換エージェント
v

Import Export Manager を備えた InfoSphere Metadata Integration Bridges

v Apache Tomcat バージョン 6.0.20
Import Export Manager を使用して、メタデータをエクスポートできます。また、
Import Export Manager を使用してメタデータをインポートすることもできますが、
InfoSphere Metadata Asset Manager が、その拡張機能があるため推奨のインポー
ト・ツールです。
メタデータ交換エージェントとブリッジをインストールするコンピューターは、ブ
リッジをインストールするための前提条件とシステム要件を満たしている必要があ
ります (http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27021981)。インストール
時に、コンピューターの HTTPS ポートを指定する必要があります。デフォルトの
HTTPS ポートは 19443 です。
InfoSphere Metadata Asset Manager でコネクターを使用するには、エンジン層コン
ピューターに InfoSphere DataStage and QualityStage をインストールする必要があり
ます。InfoSphere DataStage and QualityStage をインストールすると、コネクターが
自動的にインストールされます。InfoSphere Metadata Asset Manager で使用するた
めに、以下のコネクターがサポートされています。
v DB2 コネクター
v ODBC コネクター
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v Oracle コネクター
v Teradata コネクター
インストールした後、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータを
インポートする前に、共通メタデータ管理者のロールを持つユーザーが、メタデー
タ交換サーバーを定義する必要があります。
メタデータ交換サーバーは、メタデータ交換エージェントとブリッジがインストー
ルされるコンピューターであるか、コネクターがインストールされるコンピュータ
ーです。ブリッジのインポートにメタデータ交換サーバーを使用する場合は、
InfoSphere Information Server のインストール時に指定した HTTPS ポートを指定す
る必要があります。
InfoSphere Metadata Asset Manager について詳しくは、「IBM InfoSphere
Information Server Guide to Managing Common Metadata」を参照してください。

インストールのチェックリスト
以下のチェックリストには、IBM InfoSphere Information Server のさまざまな実装を
インストールし、構成する手順を記載しています。これらのチェックリストを使用
して、インストール・プロセスを理解し、環境が正しく構成されていることを確認
します。

基本インストールのチェックリスト
このチェックリストを使用して、高可用性のための冗長性がない構成の新規インス
トールを行います。
次のステップを完了します。
1. トポロジーのプランニングと構築
2. 各層のインストールと構成
3. インストール後の構成タスクの実行
これらのステップを完了するには、次のセクションのタスク・リストを使用しま
す。

1. トポロジーのプランニングと構築
トポロジーをプランニングして構築するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 10. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク
説明

詳細情報

使用情報の記入

システム要件を確認します。

117 ページの『システム要件とリリー デフォルト値:
ス・ノートの確認』
使用値:

デフォルト値:
層とコンポーネントについて学習しま 「IBM InfoSphere Information Server
イントロダクション」の層とコンピュ
す。
使用値:
ーター
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表 10. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

インストールのトポロジーをデザイン
します。

15 ページの『インストール・トポロ
ジーのデザイン』

デフォルト値:

データベース・システムをプリインス
トールするかどうかを決定します。

71 ページの『データベース・ソフト デフォルト値:
ウェアのインストールのオプション』
使用値:

IBM WebSphere Application Server を
事前インストールするか、あるいは
WebSphere Application Server の既存
のインストールを事前構成するかどう
か判断します。

73 ページの『アプリケーション・サ デフォルト値:
ーバー・ソフトウェアのインストール
使用値:
のオプション』

ハードウェア・インフラストラクチャ
ーを構築してテストします。

ハードウェアの資料を参照してくださ デフォルト値:
い。
使用値:

InfoSphere Information Server ソフトウ 243 ページの『IBM InfoSphere
ェアおよび該当するフィックスパック Information Server ソフトウェアの取
得』
を取得します。

使用値:

デフォルト値:
使用値:

すべての層コンピューターで、ネーム
解決を検証し、適用できるすべてのフ
ァイアウォール全体にわたって、
InfoSphere Information Server の TCP
ポートを開きます。

119 ページの『ネットワークの構成』 デフォルト値:

各コンピューターで、カーネル・パラ
メーターとユーザー数を更新します。

126 ページの『カーネル・パラメータ デフォルト値:
ーとユーザー数の変更
使用値:
(Linux、UNIX)』

各コンピューターで InfoSphere
Information Server インストール・プ
ログラムを実行する準備を行い、コン
ピューター上の重要なデータをすべて
バックアップします。

244 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
ラムの実行準備』
使用値:

使用値:

2. 各層のインストールと構成
層ごとに、コンピューターの準備のタスクを完了します。その後、 IBM InfoSphere
Information Server コンポーネントをインストールして、インストール後タスクを実
行します。
以下の順序で、層をインストールして構成します。
v メタデータ・リポジトリー層
v サービス層
v エンジン層
v クライアント層
複数のソフトウェア層を同じコンピューターにインストールすることができます。
この場合、コンピューター上の層に対して、プランニング・タスクと準備タスクを
行います。その後、そのコンピューターに対してインストール・プログラムを 1 回
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だけ実行し、層のソフトウェアをインストールします。その後、コンピューター上
の層に対してインストール後タスクを行います。
例えば、メタデータ・リポジトリー層とサービス層のコンポーネントがコンピュー
ター Host1 にインストールされていて、エンジン層とクライアント層がそれぞれコ
ンピューター Host2 と Host3 にインストールされている場合には、以下の順序でタ
スクを行います。
1. コンピューター Host1 のメタデータ・リポジトリー層とサービス層の準備タス
ク。
2. インストール・プログラムを使用した、コンピューター Host1 へのメタデー
タ・リポジトリー層およびサービス層のコンポーネントのインストール。
3. コンピューター Host2 のエンジン層の準備タスク。
4. インストール・プログラムを使用した、コンピューター Host2 へのエンジン層
コンポーネントのインストール。
5. コンピューター Host3 のクライアント層の準備タスク。
6. インストール・プログラムを使用した、コンピューター Host3 へのクライアン
ト層コンポーネントのインストール。
すべての製品モジュールがエンジン層を必要とするわけではありません。IBM
InfoSphere FastTrack、IBM InfoSphere Business Glossary、および IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere は、エンジン層を必要としません。
2a. メタデータ・リポジトリー層のインストール・タスク・リスト
メタデータ・リポジトリー層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 11. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層
説明

詳細情報

メタデータ・リポジトリー層コンピュ
ーター上に、次の管理アカウントを作
成します。それぞれのアカウントにロ
グインし、アカウントが適切に動作す
ることを確認します。

130 ページの『管理者および所有者の デフォルト値:
アカウントのセットアップ』
使用値:

v メタデータ・リポジトリーのオーナ
ー
v (InfoSphere Information Analyzer を
インストールする場合) 分析データ
ベースのオーナー
v DB2 データベース・システムをイ
ンストールする場合:
– (すべてのオペレーティング・シ
ステム) DB2 データベース・ア
ドミニストレーター・ユーザー
– DB2 データベース・インスタン
ス・オーナー
– DB2 fenced ユーザー
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使用情報の記入

表 11. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

DB2、またはその他のサポートされる
データベース・システムを事前インス
トールする予定であれば、ここで、そ
のデータベース・システムをインスト
ールします。

161 ページの『メタデータ・リポジト デフォルト値:
リー・データベースのインストール』
使用値:

DB2 を事前インストールした場合、
スクリプトを使用して DB2 内のデー
タベースを構成します。あるいは、
InfoSphere Information Server インスト
ール・プログラムを実行するときに、
データベースを構成します。

162 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
ラムを使用した DB2 データベース・
ソフトウェアの既存インストールの構 使用値:
成』

別のデータベース・システムを事前イ
ンストールした場合、スクリプトを使
用してデータベースを構成します。
必要であれば、InfoSphere Information 以下のいずれかの状況で、この層に対 デフォルト値:
Server インストール・プログラムを実 して InfoSphere Information Server イ
使用値:
ンストール・プログラムを実行しま
行します。
す。
v DB2 データベース・システムをタ
ーゲット・コンピューターにインス
トールして、その中にメタデータ・
リポジトリーと分析データベースを
作成する場合。 241 ページの『第 2
部 IBM InfoSphere Information
Server ソフトウェアのインストー
ル』を参照してください。
v 事前インストールされたローカルの
サポートされる DB2 データベー
ス・システム・インスタンス内にメ
タデータ・リポジトリーと分析デー
タベースを作成する場合。 162 ペ
ージの『インストール・プログラム
を使用した DB2 データベース・ソ
フトウェアの既存インストールの構
成』を参照してください。
DB2 データベース・システムまたは
他のデータベース・システムを事前イ
ンストールし、その中に、 InfoSphere
Information Server ソフトウェアで提
供されるスクリプトを使用してデータ
ベースを作成する場合、この層に対し
てインストール・プログラムを実行し
ないでください。

2b. サービス層のインストール・タスク・リスト
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サービス層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
表 12. インストール・タスク: サービス層
説明

詳細情報

インストールに InfoSphere Information 219 ページの『WebSphere Application
Server インストール・プログラムを使 Server の事前インストール』
用しない場合は、WebSphere
Application Server を事前インストール
します。

使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

インストールの間にプロファイルを作
成するときは、管理セキュリティーを
使用不可にしてください。
236 ページの『WebSphere Application デフォルト値:
必要な場合、既存の WebSphere
Application Server インストールを事前 Server の既存の非クラスター・インス
使用値:
トールのセットアップ』
構成します。
デフォルト値:
InfoSphere Information Server インスト 241 ページの『第 2 部 IBM
ール・プログラムを実行します。
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

2c. エンジン層のインストール・タスク・リスト
インストールでエンジン層が必要な場合には、以下のタスク・リストのステップに
従って、層を計画して構成します。
注: 複数のサーバー・エンジンを含む構成を作成する場合には、サーバー・エンジ
ンごとに以下のステップを繰り返します。
表 13. インストール・タスク: エンジン層
説明

詳細情報

使用情報の記入

英語以外のロケールの場合に、ロケー
ルおよびエンコードが正しく設定され
ていることを確認します。インストー
ル・プログラムは、コンピューターの
ロケールおよびエンコードの情報を使
用して、言語サポートを提供できるか
どうかを判別します。

デフォルト値:
237 ページの『エンジン層ターゲッ
ト・コンピューターのロケールおよび
使用値:
文字エンコードの設定』

InfoSphere Information Server エンジン 130 ページの『管理者および所有者の デフォルト値:
の管理者アカウントを作成します。ア アカウントのセットアップ』
使用値:
カウントにログインしてパスワードを
アクティブ化します。
デフォルト値:
InfoSphere Information Server インスト 241 ページの『第 2 部 IBM
ール・プログラムを実行します。
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

2d. クライアント層のインストール・タスク・リスト
クライアント層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
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注: 複数のクライアント・コンピューターを含む構成を作成する場合には、各クラ
イアント・コンピューターごとにこれらのステップを繰り返します。
表 14. インストール・タスク: クライアント層
説明

詳細情報

インストール・プログラムを実行しま
す。

デフォルト値:
241 ページの『第 2 部 IBM
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

1. セットアップ・アイコンをダブル
クリックして、インストール・プ
ログラムを開始します。プログラ
ム・ウィンドウはデフォルトの
Web ブラウザーに表示されます。

使用情報の記入

2. インストール・プログラムで、
「層の選択」ページで「クライア
ント」を選択する以外はすべて、
デフォルトを受け入れます。
注: クライアントのみのインスト
ール・メディアを使用している場
合は、「層の選択」ページは表示
されません。プログラムはクライ
アント層のみをインストールしま
す。
3. 残りのインストールを完了しま
す。
(オプション) クライアント層のセキュ 370 ページの『HTTPS 使用のための デフォルト値:
ア HTTP (HTTPS) を手動で構成しま InfoSphere Information Server コンポー
使用値:
ネントの手動による構成』
す。

3. インストール後の構成タスクの実行
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを各層それぞれに実行後、
以下のタスクを実行します。
表 15. インストール後の構成タスク (すべての層)
説明

詳細情報

使用情報の記入

必要であれば、ネットワーク・アクセ
スを必要とするクライアント・サイド
実行可能ファイルに対して、明示的な
ファイアウォール例外をセットアップ
します。

362 ページの『ファイアウォール例外 デフォルト値:
のセットアップ』
使用値:
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表 15. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

(オプション) Secure Sockets Layer
(SSL) を構成します。

365 ページの『インバウンド
RMI/IIOP 転送の SSL の使用可能化
(スタンドアロン・インストール)』

デフォルト値:

InfoSphere Information Server 内のセキ 376 ページの『IBM InfoSphere
Information Server のセキュリティー
ュリティーを以下のように構成しま
の構成』
す。

デフォルト値:

v インバウンド RMI/IIOP に SSL を
有効にします。 InfoSphere
Information Server を、IBM
WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 またはそれ
以降の環境にインストールすると、
インバウンド RMI/IIOP 通信の
SSL は、デフォルトで使用不可にな
ります。

使用値:

v IBM InfoSphere Information Server
のインストールの間に、インストー
ル・プログラムが層コンピューター
の HTTPS を構成しなかった場合、
その層コンピューターの HTTPS を
手動で構成します。

1. ユーザー・レジストリーを選択し
て、それを InfoSphere Information
Server に対して構成します。
2. ユーザー・レジストリーにユーザ
ーとグループを作成します。
3. ユーザーとグループにセキュリテ
ィー・ロールを割り当てます。
4. InfoSphere Information Server エン
ジンのセキュリティーを構成しま
す。必要に応じて、証明情報をマ
ップします。
5. インストールされたスイート・コ
ンポーネントで必要であれば、プ
ロジェクト・ロールを割り当てま
す。
オプションで、以下も行います。
v root 以外の管理に対して、IBM
WebSphere Application Server を構
成します。
v root 以外の管理に対して、
InfoSphere Information Server エー
ジェントを構成します。
v 監査サービスを構成します。
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使用値:

表 15. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

IBM InfoSphere DataStage および IBM 423 ページの『IBM InfoSphere
InfoSphere QualityStage を構成します DataStage および IBM InfoSphere
(インストール済みの場合)。
QualityStage の構成』

デフォルト値:
使用値:

1. グローバリゼーション・サポート
(NLS) をインストールした場合に
は、必ず、IBM InfoSphere
DataStage ユーザーでローカリゼー
ションに正しい設定が指定される
ようにします。
2. ODBC データ・ソースへのアクセ
スを構成します。
3. 同時接続ユーザーまたは同時実行
ジョブが多いシステムでは、サー
バー・エンジンをチューニングし
ます。
オプションで、以下も行います。
v パラレル処理環境を構成します。
v InfoSphere DataStage の以前のバー
ジョンで作成したジョブを、現行バ
ージョンにマイグレーションしま
す。
v IBM InfoSphere QualityStage マッチ
ング・デザイナーを構成します。
v アプリケーション・サーバーをセッ
トアップして、SQA または分析レ
ポートを実行します。
v インストール済み環境をテストしま
す。
282 ページの『IBM InfoSphere
IBM InfoSphere Information Services
Director インストール済み環境をテス Information Services Director のインス
トします (インストール済みの場合)。 トールのテスト』

デフォルト値:
使用値:

IBM InfoSphere Information Analyzer
を構成します (インストール済みの場
合)。

434 ページの『IBM InfoSphere
Information Analyzer の構成』

デフォルト値:

IBM InfoSphere Business Glossary を
構成します (インストール済みの場
合)。

435 ページの『IBM InfoSphere
Business Glossary の構成』

デフォルト値:

(オプション) IBM Support Assistant
Lite for InfoSphere Information Server
ツールを実行して、インストールを検
査します。

279 ページの『インストール検査とト デフォルト値:
ラブルシューティング』
使用値:

使用値:

使用値:
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基本の独立エンジン層とパラレル・エンジンのインストールのチェ
ックリスト
エンジン層を専用のサーバーで構築し、別個のコンピューターがパラレル処理計算
ノードの役目をする構成の新規インストールを行うには、このチェックリストを使
用します。
次のステップを完了します。
1. トポロジーのプランニングと構築
2. 1 つのコンピューターでのメタデータ・リポジトリー層とサービス層のインスト
ールと構成
3. 別個のコンピューターでのエンジン層のインストールと構成
4. 各クライアント・ワークステーションでのクライアント層のインストールと構成
5. パラレル処理エンジンの構成
6. インストール後の構成タスクの実行
これらのステップを完了するには、次のセクションのタスク・リストを使用しま
す。

1. トポロジーのプランニングと構築
トポロジーをプランニングして構築するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 16. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク
説明

詳細情報

使用情報の記入

システム要件を確認します。

117 ページの『システム要件とリリー デフォルト値:
ス・ノートの確認』
使用値:

デフォルト値:
層とコンポーネントについて学習しま 「IBM InfoSphere Information Server
イントロダクション」の層とコンピュ
す。
使用値:
ーター
インストールのトポロジーをデザイン
します。

15 ページの『インストール・トポロ
ジーのデザイン』

データベース・システムをプリインス
トールするかどうかを決定します。

71 ページの『データベース・ソフト デフォルト値:
ウェアのインストールのオプション』
使用値:

IBM WebSphere Application Server を
事前インストールするか、あるいは
WebSphere Application Server の既存
のインストールを事前構成するかどう
か判断します。

73 ページの『アプリケーション・サ デフォルト値:
ーバー・ソフトウェアのインストール
使用値:
のオプション』

ハードウェア・インフラストラクチャ
ーを構築してテストします。

ハードウェアの資料を参照してくださ デフォルト値:
い。
使用値:

InfoSphere Information Server ソフトウ 243 ページの『IBM InfoSphere
ェアおよび該当するフィックスパック Information Server ソフトウェアの取
得』
を取得します。
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デフォルト値:
使用値:

デフォルト値:
使用値:

表 16. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

すべての層コンピューターで、ネーム
解決を検証し、適用できるすべてのフ
ァイアウォール全体にわたって、
InfoSphere Information Server の TCP
ポートを開きます。

119 ページの『ネットワークの構成』 デフォルト値:

各コンピューターで、カーネル・パラ
メーターとユーザー数を更新します。

126 ページの『カーネル・パラメータ デフォルト値:
ーとユーザー数の変更
使用値:
(Linux、UNIX)』

各コンピューターで InfoSphere
Information Server インストール・プ
ログラムを実行する準備を行い、コン
ピューター上の重要なデータをすべて
バックアップします。

244 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
ラムの実行準備』
使用値:

使用値:

2. メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびクライアント層
のインストールと構成
層ごとに、コンピューターの準備のタスクを完了します。その後、 IBM InfoSphere
Information Server コンポーネントをインストールして、インストール後タスクを実
行します。
以下の順序で、層をインストールして構成します。
v メタデータ・リポジトリー層
v サービス層
v エンジン層
v クライアント層
v パラレル処理エンジン
単一のコンピューター上のメタデータ・リポジトリー層とサービス層に対して、プ
ランニング・タスクと準備タスクを行います。次に、そのコンピューターでインス
トール・プログラムを実行して、これらの層の両方をインストールします。その上
で、別個のコンピューターのエンジン層に対して、プランニング・タスク、準備タ
スク、およびインストール・タスクを実行できます。その後、コンピューター上の
層に対してインストール後タスクを行います。
例えば、メタデータ・リポジトリー層とサービス層のコンポーネントがコンピュー
ター Host1 にインストールされ、エンジン層がコンピューター Host2 にインストー
ルされ、クライアント層が別個のクライアント・コンピューターにインストールさ
れ、パラレル処理エンジンが Host3 にインストールされている場合には、以下の順
序でタスクを行います。
1. コンピューター Host1 のメタデータ・リポジトリー層とサービス層の準備タス
ク。
2. インストール・プログラムを使用した、コンピューター Host1 へのメタデー
タ・リポジトリー層およびサービス層のコンポーネントのインストール。
3. コンピューター Host2 のエンジン層の準備タスク。
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4. インストール・プログラムを使用した、コンピューター Host2 へのエンジン層
コンポーネントのインストール。
5. 各クライアント・コンピューターでのクライアント層の準備タスク。
6. インストール・プログラムを使用した、各クライアント・コンピューターへのク
ライアント層コンポーネントのインストール。
7. コンピューター Host 3 でのパラレル処理エンジンの準備タスク。
8. インストール・プログラムを使用した、Host 3 でのパラレル処理エンジンのイ
ンストール。
すべての製品モジュールがエンジン層を必要とするわけではありません。IBM
InfoSphere FastTrack、IBM InfoSphere Business Glossary、および IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere は、エンジン層を必要としません。
2a. メタデータ・リポジトリー層のインストール・タスク・リスト
メタデータ・リポジトリー層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 17. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層
説明

詳細情報

使用情報の記入

メタデータ・リポジトリー層コンピュ 130 ページの『管理者および所有者の デフォルト値:
ーター上に、次の管理アカウントを作 アカウントのセットアップ』
使用値:
成します。それぞれのアカウントにロ
グインし、アカウントが適切に動作す
ることを確認します。
v メタデータ・リポジトリーのオーナ
ー
v (InfoSphere Information Analyzer を
インストールする場合) 分析データ
ベースのオーナー
v DB2 データベース・システムをイ
ンストールする場合:
– (すべてのオペレーティング・シ
ステム) DB2 データベース・ア
ドミニストレーター・ユーザー
– DB2 データベース・インスタン
ス・オーナー
– DB2 fenced ユーザー
DB2、またはその他のサポートされる 161 ページの『メタデータ・リポジト デフォルト値:
データベース・システムを事前インス リー・データベースのインストール』
使用値:
トールする予定であれば、ここで、そ
のデータベース・システムをインスト
ールします。
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表 17. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

162 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
DB2 を事前インストールした場合、
スクリプトを使用して DB2 内のデー ラムを使用した DB2 データベース・
ソフトウェアの既存インストールの構 使用値:
タベースを構成します。あるいは、
InfoSphere Information Server インス 成』
トール・プログラムを実行するとき
に、データベースを構成します。
別のデータベース・システムを事前イ
ンストールした場合、スクリプトを使
用してデータベースを構成します。
必要であれば、InfoSphere Information 以下のいずれかの状況で、この層に対 デフォルト値:
Server インストール・プログラムを実 して InfoSphere Information Server イ
使用値:
ンストール・プログラムを実行しま
行します。
す。
v DB2 データベース・システムをタ
ーゲット・コンピューターにインス
トールして、その中にメタデータ・
リポジトリーと分析データベースを
作成する場合。 241 ページの『第 2
部 IBM InfoSphere Information
Server ソフトウェアのインストー
ル』を参照してください。
v 事前インストールされたローカルの
サポートされる DB2 データベー
ス・システム・インスタンス内にメ
タデータ・リポジトリーと分析デー
タベースを作成する場合。 162 ペ
ージの『インストール・プログラム
を使用した DB2 データベース・ソ
フトウェアの既存インストールの構
成』を参照してください。
DB2 データベース・システムまたは
他のデータベース・システムを事前イ
ンストールし、その中に、 InfoSphere
Information Server ソフトウェアで提
供されるスクリプトを使用してデータ
ベースを作成する場合、この層に対し
てインストール・プログラムを実行し
ないでください。

2b. サービス層のインストール・タスク・リスト
サービス層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
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表 18. インストール・タスク: サービス層
説明

詳細情報

インストールに InfoSphere Information 219 ページの『WebSphere Application
Server インストール・プログラムを使 Server の事前インストール』
用しない場合は、WebSphere
Application Server を事前インストール
します。

使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

インストールの間にプロファイルを作
成するときは、管理セキュリティーを
使用不可にしてください。
236 ページの『WebSphere Application デフォルト値:
必要な場合、既存の WebSphere
Application Server インストールを事前 Server の既存の非クラスター・インス
使用値:
トールのセットアップ』
構成します。
デフォルト値:
InfoSphere Information Server インスト 241 ページの『第 2 部 IBM
ール・プログラムを実行します。
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

3. 別個のコンピューターでのエンジン層のインストール
エンジン層を計画、構成、およびインストールするには、以下のタスク・リストを
実行します。パラレル・エンジン構成はまだ作成しません。パラレル・エンジンの
構成は、インストール手順の最後に行います。
注: 複数のサーバー・エンジンを含む構成を作成する場合には、サーバー・エンジ
ンごとに以下のステップを繰り返します。
表 19. インストール・タスク: エンジン層
説明

詳細情報

使用情報の記入

英語以外のロケールの場合に、ロケー
ルおよびエンコードが正しく設定され
ていることを確認します。インストー
ル・プログラムは、コンピューターの
ロケールおよびエンコードの情報を使
用して、言語サポートを提供できるか
どうかを判別します。

デフォルト値:
237 ページの『エンジン層ターゲッ
ト・コンピューターのロケールおよび
使用値:
文字エンコードの設定』

InfoSphere Information Server エンジン 130 ページの『管理者および所有者の デフォルト値:
の管理者アカウントを作成します。ア アカウントのセットアップ』
使用値:
カウントにログインしてパスワードを
アクティブ化します。
デフォルト値:
InfoSphere Information Server インスト 241 ページの『第 2 部 IBM
ール・プログラムを実行します。
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

4. 各クライアント・ワークステーションでのクライアント層のインス
トール
クライアント層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
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注: 複数のクライアント・コンピューターを含む構成を作成する場合には、各クラ
イアント・コンピューターごとにこれらのステップを繰り返します。
表 20. インストール・タスク: クライアント層
説明

詳細情報

インストール・プログラムを実行しま
す。

デフォルト値:
241 ページの『第 2 部 IBM
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

1. セットアップ・アイコンをダブル
クリックして、インストール・プ
ログラムを開始します。プログラ
ム・ウィンドウはデフォルトの
Web ブラウザーに表示されます。

使用情報の記入

2. インストール・プログラムで、
「層の選択」ページで「クライア
ント」を選択する以外はすべて、
デフォルトを受け入れます。
注: クライアントのみのインスト
ール・メディアを使用している場
合は、「層の選択」ページは表示
されません。プログラムはクライ
アント層のみをインストールしま
す。
3. 残りのインストールを完了しま
す。
(オプション) クライアント層のセキュ 370 ページの『HTTPS 使用のための デフォルト値:
ア HTTP (HTTPS) を手動で構成しま InfoSphere Information Server コンポー
使用値:
ネントの手動による構成』
す。

5. パラレル処理エンジンの構成
IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage 用にパラレル処理エ
ンジンを構成します。
表 21. インストール後の構成タスク (すべての層)
説明

詳細情報

使用情報の記入

v エンジン処理を共有するコンピュー 379 ページの『第 11 章 パラレル処
理環境の構成』
ターの追加

デフォルト値:
使用値:

v C++ コンパイラーのセットアップ
v パラレル・エンジンの環境変数のセ
ットアップ
v パラレル・エンジンの構成
v パラレル・エンジンのデータベース
接続の構成

6. インストール後の構成タスクの実行
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを各層それぞれに実行後、
以下のタスクを実行します。
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表 22. インストール後の構成タスク (すべての層)
説明

詳細情報

必要であれば、ネットワーク・アクセ
スを必要とするクライアント・サイド
実行可能ファイルに対して、明示的な
ファイアウォール例外をセットアップ
します。

362 ページの『ファイアウォール例外 デフォルト値:
のセットアップ』
使用値:

(オプション) Secure Sockets Layer
(SSL) を構成します。

365 ページの『インバウンド
RMI/IIOP 転送の SSL の使用可能化
(スタンドアロン・インストール)』

v インバウンド RMI/IIOP に SSL を
有効にします。 InfoSphere
Information Server を、IBM
WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 またはそれ
以降の環境にインストールすると、
インバウンド RMI/IIOP 通信の
SSL は、デフォルトで使用不可にな
ります。
v IBM InfoSphere Information Server
のインストールの間に、インストー
ル・プログラムが層コンピューター
の HTTPS を構成しなかった場合、
その層コンピューターの HTTPS を
手動で構成します。
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使用情報の記入

デフォルト値:
使用値:

表 22. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

InfoSphere Information Server 内のセキ 376 ページの『IBM InfoSphere
Information Server のセキュリティー
ュリティーを以下のように構成しま
の構成』
す。

デフォルト値:
使用値:

1. ユーザー・レジストリーを選択し
て、それを InfoSphere Information
Server に対して構成します。
2. ユーザー・レジストリーにユーザ
ーとグループを作成します。
3. ユーザーとグループにセキュリテ
ィー・ロールを割り当てます。
4. InfoSphere Information Server エン
ジンのセキュリティーを構成しま
す。必要に応じて、証明情報をマ
ップします。
5. インストールされたスイート・コ
ンポーネントで必要であれば、プ
ロジェクト・ロールを割り当てま
す。
オプションで、以下も行います。
v root 以外の管理に対して、IBM
WebSphere Application Server を構
成します。
v root 以外の管理に対して、
InfoSphere Information Server エー
ジェントを構成します。
v 監査サービスを構成します。
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表 22. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

IBM InfoSphere DataStage および IBM 423 ページの『IBM InfoSphere
InfoSphere QualityStage を構成します DataStage および IBM InfoSphere
(インストール済みの場合)。
QualityStage の構成』

使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

1. グローバリゼーション・サポート
(NLS) をインストールした場合に
は、必ず、IBM InfoSphere
DataStage ユーザーでローカリゼー
ションに正しい設定が指定される
ようにします。
2. ODBC データ・ソースへのアクセ
スを構成します。
3. 同時接続ユーザーまたは同時実行
ジョブが多いシステムでは、サー
バー・エンジンをチューニングし
ます。
オプションで、以下も行います。
v InfoSphere DataStage の以前のバー
ジョンで作成したジョブを、現行バ
ージョンにマイグレーションしま
す。
v IBM InfoSphere QualityStage マッチ
ング・デザイナーを構成します。
v アプリケーション・サーバーをセッ
トアップして、SQA または分析レ
ポートを実行します。
v インストール済み環境をテストしま
す。
282 ページの『IBM InfoSphere
IBM InfoSphere Information Services
Director インストール済み環境をテス Information Services Director のインス
トします (インストール済みの場合)。 トールのテスト』

デフォルト値:
使用値:

IBM InfoSphere Information Analyzer
を構成します (インストール済みの場
合)。

434 ページの『IBM InfoSphere
Information Analyzer の構成』

デフォルト値:

IBM InfoSphere Business Glossary を
構成します (インストール済みの場
合)。

435 ページの『IBM InfoSphere
Business Glossary の構成』

デフォルト値:

(オプション) IBM Support Assistant
Lite for InfoSphere Information Server
ツールを実行して、インストールを検
査します。

279 ページの『インストール検査とト デフォルト値:
ラブルシューティング』
使用値:
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使用値:

使用値:

高可用性 (アクティブ/パッシブ構成) インストールのチェックリス
ト
このチェックリストを使用して、2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの構成
(1 つのサーバーからもう一方のサーバーへすべてのコンポーネントのフェイルオー
バーが可能) の新規インストールを完了します。
次のステップを完了します。
1. トポロジーをプランニングして構築します。
2. 高可用性クラスター管理ソフトウェアをインストールして構成します。
3. 2 サーバー構成内のメタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン
層をインストールして構成します。
4. クライアント層をインストールします。
5. インストール後の構成タスクを実行します。
これらのステップを完了するには、次のセクションのタスク・リストを使用しま
す。

1. トポロジーのプランニングと構築
トポロジーをプランニングして構築するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 23. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク
説明

詳細情報

使用情報の記入

システム要件を確認します。

117 ページの『システム要件とリリー デフォルト値:
ス・ノートの確認』
使用値:

デフォルト値:
層とコンポーネントについて学習しま 「IBM InfoSphere Information Server
イントロダクション」の層とコンピュ
す。
使用値:
ーター
アクティブ/パッシブ高可用性構成のト 33 ページの『アクティブ/パッシブ・
ポロジーについて学習します。
トポロジー』

デフォルト値:
使用値:

データベース・システムをプリインス
トールするかどうかを決定します。

71 ページの『データベース・ソフト デフォルト値:
ウェアのインストールのオプション』
使用値:

IBM WebSphere Application Server を
事前インストールするか、あるいは
WebSphere Application Server の既存
のインストールを事前構成するかどう
か判断します。

73 ページの『アプリケーション・サ デフォルト値:
ーバー・ソフトウェアのインストール
使用値:
のオプション』

サーバー、ネットワーク、およびスト
レージ・デバイスを構成します。

v

139 ページの『サーバー、ネットワ デフォルト値:
ーク、およびストレージのセットア
使用値:
ップ (Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』

v

155 ページの『サーバー、ネットワ
ーク、およびストレージのセットア
ップ (Microsoft の例)』
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表 23. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク (続き)
説明

詳細情報

InfoSphere Information Server ソフトウ 243 ページの『IBM InfoSphere
ェアおよび該当するフィックスパック Information Server ソフトウェアの取
得』
を取得します。

使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

両方のコンピューターで、ネーム解決
を検証し、適用できるすべてのファイ
アウォール全体にわたって、
InfoSphere Information Server の TCP
ポートを開きます。

119 ページの『ネットワークの構成』 デフォルト値:

両方のコンピューターでカーネル・パ
ラメーターとユーザー数を更新しま
す。

126 ページの『カーネル・パラメータ デフォルト値:
ーとユーザー数の変更
使用値:
(Linux、UNIX)』

両方のコンピューターで InfoSphere
Information Server インストール・プ
ログラムを実行する準備を行い、コン
ピューター上の重要なデータをすべて
バックアップします。

244 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
ラムの実行準備』
使用値:

使用値:

2. 層のインストールと構成
サーバーは、メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン層を適応
させます。このために、IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラ
ムを 1 度だけ実行して、ソフトウェアを大容量ストレージ・デバイスにインストー
ルします。その後、各クライアント層コンピューターでインストール・プログラム
を実行して、クライアント層ソフトウェアをインストールします。
クラスターを管理して、フェイルオーバーを使用可能にするには、IBM Tivoli
System Automation for Multiplatforms などの高可用性ソフトウェアをインストール
します。
2a. InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリー層、サービス層、お
よびエンジン層ソフトウェアのインストール・タスク・リスト
層ソフトウェアを構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
表 24. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン層
説明

詳細情報

両方のエンジン層サーバーに高可用性
クラスター管理ソフトウェアを取得し
てインストールし、クラスターをセッ
トアップします。

高可用性クラスター管理ソフトウェア デフォルト値:
の資料を参照してください。構成の例
は、以下のトピックを参照してくださ 使用値:
い。
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v

141 ページの『高可用性ソフトウェ
アのインストール (Tivoli System
Automation for Multiplatforms の
例)』

v

156 ページの『クラスターのセット
アップ (Microsoft の例)』
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使用情報の記入

表 24. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

サービス IP アドレスを設定します。

高可用性クラスター管理ソフトウェア デフォルト値:
の資料を参照してください。構成の例
は、以下のトピックを参照してくださ 使用値:
い。
v

141 ページの『仮想 IP アドレスの
セットアップ (Tivoli System
Automation for Multiplatforms の
例)』

v

157 ページの『仮想 IP アドレスの
セットアップ (Microsoft の例)』

リソース・グループを定義して開始し
ます。

高可用性クラスター管理ソフトウェア デフォルト値:
の資料を参照してください。 143 ペー
ジの『リソース・グループの定義と開 使用値:
始 (Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』を参照してくだ
さい。

英語以外のロケールの場合に、ロケー
ルおよびエンコードが正しく設定され
ていることを確認します。インストー
ル・プログラムは、コンピューターの
ロケールおよびエンコードの情報を使
用して、言語サポートを提供できるか
どうかを判別します。

デフォルト値:
237 ページの『エンジン層ターゲッ
ト・コンピューターのロケールおよび
使用値:
文字エンコードの設定』

管理者およびコンポーネント所有者の
アカウントを共有ストレージ・デバイ
スにセットアップします。

130 ページの『管理者および所有者の デフォルト値:
アカウントのセットアップ』
使用値:

DB2、またはその他のサポートされる
データベース・システムを事前インス
トールする予定であれば、ここで、そ
のデータベース・システムをインスト
ールします。

161 ページの『メタデータ・リポジト デフォルト値:
リー・データベースのインストール』
使用値:

DB2 を事前インストールした場合、
スクリプトを使用して DB2 内のデー
タベースを構成します。あるいは、
InfoSphere Information Server インスト
ール・プログラムを実行するときに、
データベースを構成します。

162 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
ラムを使用した DB2 データベース・
ソフトウェアの既存インストールの構 使用値:
成』

別のデータベース・システムを事前イ
ンストールした場合、スクリプトを使
用してデータベースを構成します。
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表 24. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン層 (続き)
説明

詳細情報

InfoSphere Information Server インスト のプリインストール 219 ページの
ール・プログラムを使用してインスト 『WebSphere Application Server の事
ールすると決定していない場合、共有 前インストール』
ストレージ・デバイスに、WebSphere
Application Server Network Deployment
を事前インストールします。

使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

インストールの間にプロファイルを作
成するときは、管理セキュリティーを
使用不可にしてください。
IBM InfoSphere QualityStage マッチン 216 ページの『IBM InfoSphere
グ・デザイナー・データベースを事前 QualityStage マッチング・デザイナ
ー・データベースの作成』
構成します。
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デフォルト値:
使用値:

表 24. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

インストール・プログラムを実行しま 構成の例は、以下のトピックを参照し デフォルト値:
てください。
す。
使用値:
v 146 ページの『クラスターへの
1. インストール・メディアの
IBM InfoSphere Information Server
is-suite ディレクトリーから、次
のインストール (Tivoli System
のコマンドを実行して、インスト
Automation for Multiplatforms の
ール・プログラムを開始します。
例)』
./setup -verbose
2. Windows コンピューターでサポー
トされる Web ブラウザーを使用
して、./setup コマンドが表示す
る URL を開きます。

v

157 ページの『クラスターへの
IBM InfoSphere Information Server
のインストール (Microsoft の例)』

3. ウィザードに表示されるプロンプ
トに従います。
v 「高可用性サーバー・クラスタ
ー構成」ページで、「サーバ
ー・クラスター構成」をクリッ
クします。「仮想ホスト名」フ
ィールドに、HA ソフトウェア
の構成時に作成された仮想ホス
ト名を入力します。
v インストール・ディレクトリー
についてのプロンプトが出た場
合はいつでも、共有ストレー
ジ・デバイスにパスを指定しま
す。
v (オプション) HTTPS を構成する
には、インストール・プログラ
ムからプロンプトが出されたと
きに、「HTTP 通信に Secure
Sockets Layer (SSL) を使用」を
クリックします。「ポート」フ
ィールドに、以前にセキュア
HTTP (HTTPS) が構成された
HTTP ディスパッチャー・ポー
ト番号を入力します。
リソース・エージェント・スクリプト
をセットアップします。

高可用性クラスター管理ソフトウェア
の資料に進みます。構成の例は、以下
のトピックを参照してください。
v

147 ページの『高可用性制御スクリ
プトのセットアップ (Tivoli System
Automation for Multiplatforms の
例)』

v

158 ページの『高可用性制御スクリ
プトのセットアップ (Microsoft の
例)』

デフォルト値:
使用値:
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表 24. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層、サービス層、およびエンジン層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

高可用性構成をテストします。

アクティブ・クラスター・ノードの障
害およびネットワーク障害をシミュレ
ートして、その結果を監視します。
Tivoli System Automation for
Multiplatforms に基づいた例について
は、 149 ページの『構成のテスト
(Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』を参照してくだ
さい。

デフォルト値:
使用値:

2b. クライアント層のインストール・タスク・リスト
クライアント層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
注: 複数のクライアント・コンピューターを含む構成を作成する場合には、各クラ
イアント・コンピューターごとにこれらのステップを繰り返します。
表 25. インストール・タスク: クライアント層
説明

詳細情報

インストール・プログラムを実行しま
す。

デフォルト値:
249 ページの『第 6 章 IBM
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

1. セットアップ・アイコンをダブル
クリックして、インストール・プ
ログラムを開始します。プログラ
ム・ウィンドウはデフォルトの
Web ブラウザーに表示されます。

使用情報の記入

2. インストール・プログラムで、
「層の選択」ページで「クライア
ント」を選択する以外はすべて、
デフォルトを受け入れます。
注: クライアントのみのインスト
ール・メディアを使用している場
合は、「層の選択」ページは表示
されません。プログラムはクライ
アント層のみをインストールしま
す。
3. 残りのインストールを完了しま
す。
(オプション) クライアント層のセキュ 370 ページの『HTTPS 使用のための デフォルト値:
ア HTTP (HTTPS) を手動で構成しま InfoSphere Information Server コンポー
使用値:
ネントの手動による構成』
す。

3. インストール後の構成タスクの実行
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを各層それぞれに実行後、
以下のタスクを実行します。
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表 26. インストール後の構成タスク (すべての層)
説明

詳細情報

必要であれば、ネットワーク・アクセ
スを必要とするクライアント・サイド
実行可能ファイルに対して、明示的な
ファイアウォール例外をセットアップ
します。

362 ページの『ファイアウォール例外 デフォルト値:
のセットアップ』
使用値:

(オプション) Secure Sockets Layer
(SSL) を構成します。

366 ページの『インバウンド
RMI/IIOP 転送の SSL の使用可能化
(クラスター・インストール)』

v インバウンド RMI/IIOP に SSL を
有効にします。 InfoSphere
Information Server を、IBM
WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 またはそれ
以降の環境にインストールすると、
インバウンド RMI/IIOP 通信の
SSL は、デフォルトで使用不可にな
ります。

使用情報の記入

デフォルト値:
使用値:

v IBM InfoSphere Information Server
のインストールの間に、インストー
ル・プログラムが HTTPS を構成し
なかった場合、HTTPS を手動で構
成します。
エンジン層のフェイルオーバー機能を
テストします。

高可用性クラスター管理ソフトウェア デフォルト値:
の資料に進みます。構成の例は、以下
使用値:
のトピックを参照してください。
v

149 ページの『構成のテスト
(Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』

v

158 ページの『構成のテスト
(Microsoft の例)』
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表 26. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

InfoSphere Information Server 内のセキ 376 ページの『IBM InfoSphere
Information Server のセキュリティー
ュリティーを以下のように構成しま
の構成』
す。
1. ユーザー・レジストリーを選択し
て、それを InfoSphere Information
Server に対して構成します。
2. ユーザー・レジストリーにユーザ
ーとグループを作成します。
3. ユーザーとグループにセキュリテ
ィー・ロールを割り当てます。
4. InfoSphere Information Server エン
ジンのセキュリティーを構成しま
す。必要に応じて、証明情報をマ
ップします。
5. インストールされたスイート・コ
ンポーネントで必要であれば、プ
ロジェクト・ロールを割り当てま
す。
オプションで、以下も行います。
v root 以外の管理に対して、IBM
WebSphere Application Server を構
成します。
v root 以外の管理に対して、
InfoSphere Information Server エー
ジェントを構成します。
v 監査サービスを構成します。
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使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

表 26. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

IBM InfoSphere DataStage および IBM 423 ページの『IBM InfoSphere
InfoSphere QualityStage を構成します DataStage および IBM InfoSphere
(インストール済みの場合)。
QualityStage の構成』

デフォルト値:
使用値:

1. グローバリゼーション・サポート
(NLS) をインストールした場合に
は、必ず、IBM InfoSphere
DataStage ユーザーでローカリゼー
ションに正しい設定が指定される
ようにします。
2. ODBC データ・リソースへのアク
セスを構成します。
3. 同時接続ユーザーまたは同時実行
ジョブが多いシステムでは、サー
バー・エンジンをチューニングし
ます。
オプション:
v パラレル処理環境を構成します。
v InfoSphere DataStage の以前のバー
ジョンで作成したジョブを、現行バ
ージョンにマイグレーションしま
す。
v IBM InfoSphere QualityStage マッチ
ング・デザイナーを構成します。
v アプリケーション・サーバーをセッ
トアップして、SQA または分析レ
ポートを実行します。
v インストール済み環境をテストしま
す。
282 ページの『IBM InfoSphere
IBM InfoSphere Information Services
Director インストール済み環境をテス Information Services Director のインス
トします (インストール済みの場合)。 トールのテスト』

デフォルト値:
使用値:

IBM InfoSphere Information Analyzer
を構成します (インストール済みの場
合)。

434 ページの『IBM InfoSphere
Information Analyzer の構成』

デフォルト値:

IBM InfoSphere Business Glossary を
構成します (インストール済みの場
合)。

435 ページの『IBM InfoSphere
Business Glossary の構成』

デフォルト値:

(オプション) IBM Support Assistant
Lite for InfoSphere Information Server
ツールを実行して、インストールを検
査します。

279 ページの『インストール検査とト デフォルト値:
ラブルシューティング』を参照
使用値:

使用値:

使用値:
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高可用性 (クラスター構成) インストールのチェックリスト
このチェックリストを使用して、メタデータ・リポジトリー・データベース・シス
テムおよびサービス層 (IBM WebSphere Application Server) がクラスター化トポロ
ジーにセットアップされている新規インストールを完了します。エンジン層は、ア
クティブ/パッシブ高可用性構成にセットアップされます。
次のステップを完了します。
1. トポロジーをプランニングします。
2. データベース・クラスターを準備します。
3. クラスター内の IBM InfoSphere Information Server データベースを準備しま
す。
4. WebSphere Application Server クラスターを準備します。
5. InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行して、サービス
層に InfoSphere Information Server ソフトウェアをインストールして、それに
よって、データベース・クラスターと通信させます。
6. WebSphere Application Server を構成して、データベース・クラスターと通信し
ます。
7. エンジン層サーバーに高可用性クラスター管理ソフトウェアをインストールし
て、構成します。
8. エンジン層をインストールして、構成します。
9. クライアント層をインストールして、構成します。
10. インストール後の構成タスクを実行します。
IBM DB2 高可用性災害復旧 (HADR) トポロジーをセットアップする場合、
InfoSphere Information Server をインストールした後に HADR を構成します。 184
ページの『IBM DB2 データベース HADR 構成におけるメタデータ・リポジトリ
ー・データベースのセットアップ』を参照してください。
これらのステップを完了するには、次のセクションのタスク・リストを使用しま
す。

1. トポロジーのプランニングと構築
トポロジーをプランニングして構築するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 27. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク
説明

詳細情報

使用情報の記入

システム要件を確認します。

117 ページの『システム要件とリリー デフォルト値:
ス・ノートの確認』
使用値:

デフォルト値:
層とコンポーネントについて学習しま 「IBM InfoSphere Information Server
イントロダクション」の層とコンピュ
す。
使用値:
ーター
インストールのトポロジーをデザイン
します。
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デフォルト値:
使用値:

表 27. トポロジーのプランニングおよび構築のタスク (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

データベース・システムをプリインス
トールするかどうかを決定します。

71 ページの『データベース・ソフト デフォルト値:
ウェアのインストールのオプション』
使用値:

クラスター・アーキテクチャーを決定 40 ページの『WebSphere Application
します。
Server クラスター化トポロジー』

デフォルト値:

ハードウェア・インフラストラクチャ
ーを構築してテストします。

デフォルト値:

メタデータ・リポジトリー層:

使用値:

v DB2 クラスター・インストール:
使用値:
172 ページの『サーバー、ファイ
ル・システム、およびストレージの
準備』
v DB2 HADR インストール: 185 ペ
ージの『サーバー、ストレージ、お
よびネットワークの準備』
v Oracle Real Application Clusters
(RAC) インストール: 200 ページの
『Oracle RAC の要件』
サービス層:
v

40 ページの『WebSphere
Application Server クラスター化ト
ポロジー』

エンジン層:
v

139 ページの『サーバー、ネットワ
ーク、およびストレージのセットア
ップ (Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』

v

155 ページの『サーバー、ネットワ
ーク、およびストレージのセットア
ップ (Microsoft の例)』

InfoSphere Information Server ソフトウ 243 ページの『IBM InfoSphere
ェアおよび該当するフィックスパック Information Server ソフトウェアの取
得』
を取得します。

デフォルト値:
使用値:

すべての層コンピューターで、ネーム
解決を検証し、適用できるすべてのフ
ァイアウォール全体にわたって、
InfoSphere Information Server の TCP
ポートを開きます。

119 ページの『ネットワークの構成』 デフォルト値:

各層コンピューターで、カーネル・パ
ラメーターとユーザー数を更新しま
す。

126 ページの『カーネル・パラメータ デフォルト値:
ーとユーザー数の変更
使用値:
(Linux、UNIX)』

各層コンピューターで InfoSphere
Information Server インストール・プ
ログラムを実行する準備を行い、コン
ピューター上の重要なデータをすべて
バックアップします。

244 ページの『インストール・プログ デフォルト値:
ラムの実行準備』
使用値:

使用値:
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2. 層のインストールと構成
各層ごとに、プランニング・タスクと事前インストール・タスクを完了します。そ
の後、 IBM InfoSphere Information Server コンポーネントをインストールして、イ
ンストール後タスクを実行します。
以下の順序で、層をインストールして構成します。
v メタデータ・リポジトリー層
v サービス層
v エンジン層
v クライアント層
2a. メタデータ・リポジトリー層のインストール・タスク・リスト
メタデータ・リポジトリー層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従
います。
表 28. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層
説明

詳細情報

使用情報の記入

同一の内部ストレージ、メモリー、お 172 ページの『サーバー、ファイル・ デフォルト値:
よび処理能力を持った 2 つのサーバ システム、およびストレージの準備』
使用値:
ーを構成します。1 つのサーバーを
「1 次」として、もう 1 つを「スタ
ンバイ」として指定します。これらの
サーバーは、非パーティション化トポ
ロジー内のメタデータ・リポジトリ
ー・データベースと分析データベース
をサポートします。
高可用性ソフトウェアのハートビー
ト・シグナルを運ぶために、構成サー
バー間の高速ネットワーク、および分
離し、独立したネットワークを構成し
ます。
デフォルト値:
(オプション、IBM DB2 クラスター化 174 ページの『DB2 データベース・
トポロジー用。高可用性 (HA) ソフト システム・サーバーへの高可用性ソフ
使用値:
ウェアをインストールして、サーバー トウェアのインストール』
の正常性をモニターし、フェイルオー
バーを管理します。
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表 28. インストール・タスク: メタデータ・リポジトリー層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

データベース・システムをホストする 130 ページの『管理者および所有者の デフォルト値:
ことになる各コンピューターで、次の アカウントのセットアップ』
使用値:
管理アカウントを作成します。各コン
ピューターのアカウントは、同一でな
ければなりません。それぞれのアカウ
ントにログインし、アカウントが適切
に動作することを確認します。
v メタデータ・リポジトリーのオーナ
ー
v (IBM InfoSphere Information
Analyzer をインストールする場合)
分析データベースのオーナー
v DB2 データベース・システムをイ
ンストールする場合:
– (すべてのオペレーティング・シ
ステム) DB2 データベース・ア
ドミニストレーター・ユーザー
– DB2 データベース・インスタン
ス・オーナー
– DB2 fenced ユーザー
データベース・システムをインストー
ルし、データベース・クラスターを作
成し、インストール・メディアで提供
されているスクリプトを使用して、デ
ータベースを事前構成します。

デフォルト値:
v DB2 クラスター・インストール:
174 ページの『DB2 データベー
使用値:
ス・システムのインストールと、ク
ラスターおよびメタデータ・リポジ
トリー・データベースの作成』
v DB2 HADR インストール: 186 ペ
ージの『DB2 データベース・シス
テムのインストールとメタデータ・
リポジトリー・データベースの作
成』
v Oracle RAC インストール: 200 ペ
ージの『メタデータ・リポジトリ
ー・データベースの作成と Oracle
RAC 構成内でのインストール・プ
ログラムの実行』

注: 現時点では、InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行し
ないでください。インストール・プログラムは、サービス層を構成する際に実行し
ます。
2b. サービス層のインストール・タスク・リスト
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表 29. インストール・タスク: サービス層
説明

詳細情報

使用情報の記入

サービス層をホストするコンピューターすべて
に、WebSphere Application Server Network
Deployment をインストールします。このインス
トールには、クラスター内のデプロイメント・マ
ネージャー・システム、および管理対象ノードを
ホストするすべてのコンピューターが含まれま
す。また、必要なすべての WebSphere
Application Server フィックスパックとパッチを
インストールします。

223 ページの『クラスター・インストールに対す
る IBM WebSphere Application Server Network
Deployment のインストール』

デフォルト値:

デプロイメント・マネージャーをホストするコン
ピューターで、デプロイメント・マネージャー・
プロセスを含むデプロイメント・マネージャー・
プロファイルを作成します。管理セキュリティー
が使用不可になっていることを確認してくださ
い。

224 ページの『デプロイメント・マネージャー・
プロファイルの作成』

デフォルト値:

管理対象ノードをホストするコンピューターで、
カスタム・プロファイルを作成します。このプロ
ファイルには、ノード・エージェント・プロセス
と、クラスターの一部となる管理対象サーバー・
プロセスが含まれることになります。

226 ページの『カスタム・プロファイルの作成』

WebSphere Application Server 管理コンソールを
使用して、1 つのクラスター・メンバー定義の付
いたクラスターを作成します。
注: 単一ノードが入る最小クラスター・トポロジ
ーで開始します。インストール手順の完了後、ク
ラスターを展開します。

227 ページの『アプリケーション・サーバーのク
ラスターおよびクラスター・メンバーの作成』

フロントエンド Web サーバーと、Web サーバ
ー・プラグイン・モジュールをインストールしま
す。configurewebserver_name スクリプトを実行し
て、WebSphere Application Server で Web サー
バー定義を作成し、その他の Web サーバー構成
を行います。

229 ページの『フロントエンド Web サーバーの
インストール』

(オプション) バックアップ Web サーバー、ロー
ド・バランサー、ファイアウォール、およびその
他のアーキテクチャーのコンポーネントをインス
トールします。

230 ページの『フロントエンド・ロード・バラン
サーのインストール (オプション)』

Web サーバーを開始および停止できることを確
認します。その後、Web サーバーを開始しま
す。

IBM HTTP Server については、『IBM HTTP
Server の始動および停止』を参照

デフォルト値:

デプロイメント・マネージャーをホストするコン
ピューターで、デプロイメント・マネージャー・
プロセスを開始および停止できることを確認しま
す。それからプロセスを開始して、実行されてい
ることを確認します。

「管理ガイド」の『IBM InfoSphere Information
Server IBM WebSphere Application Server サービ
スの管理』

デフォルト値:

管理対象ノードをホストするコンピューターで、
管理対象ノードと、作成したノード・エージェン
トを開始および停止できることを確認します。そ
れからプロセスを開始して、実行されていること
を確認します。グローバル・セキュリティーがオ
ンになっていないことを確認します。

「管理ガイド」の『IBM InfoSphere Information
Server IBM WebSphere Application Server サービ
スの管理』

デフォルト値:

使用値:

インストールの間にプロファイルを作成するとき
は、管理セキュリティーを使用不可にしてくださ
い。
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使用値:

デフォルト値:
使用値:

デフォルト値:
使用値:

デフォルト値:
使用値:

デフォルト値:
使用値:

使用値:
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使用値:

使用値:

表 29. インストール・タスク: サービス層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

WebSphere Application Server Deployment
Manager がインストールされているコンピュータ
ーで、インストール・プログラムを実行します。

231 ページの『インストール・プログラムの実行
(クラスター・インストール)』

デフォルト値:
使用値:

1. インストール・メディアの is-suite ディレ
クトリーから、次のコマンドを実行して、イ
ンストール・プログラムを開始します。
./setup -verbose
2. Windows コンピューターでサポートされる
Web ブラウザーを使用して、./setup コマン
ドが表示する URL を開きます。
3. インストール・プログラムで、次の項目以
外、すべてデフォルトを受け入れます。
a. 「層の選択」ページで、「サービス」のみ
選択します。
b. 「アプリケーション・サーバー」ページ
で、「既存の WebSphere Application
Server インストール済み環境を使用す
る」を選択します。
c. 「WebSphere Application Server プロファ
イル」ページで、「デプロイメント・マネ
ージャー」プロファイルを選択します。
d. 「WebSphere Application Server クラスタ
ー情報」ページで、WebSphere Application
Server クラスターのフロントエンド HTTP
ディスパッチャーの URL を指定します。
「HTTP ポート」フィールドに、フロント
エンド HTTP ディスパッチャーのポート
番号を入力します。
(オプション) 「HTTP 通信に Secure
Sockets Layer (SSL) を使用」をクリック
します。「HTTP ポート」フィールドに、
以前にセキュア HTTP (HTTPS) が構成さ
れた HTTP ディスパッチャー・ポート番
号を入力します。
e. 「データベース管理システムの選択」ペー
ジで、「既存のデータベース管理システム
のインストール済み環境を使用」を選択し
ます。
f. 「データベース接続」ページで、メタデー
タ・リポジトリー層の接続およびデータベ
ース情報を指定します。
4. 残りのインストールのステップを完了しま
す。

2c. エンジン層のインストール・タスク・リスト
エンジン層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
注: 複数のエンジンがあるトポロジーを作成する場合、各サーバー・エンジンごと
に以下のステップを繰り返します。
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表 30. インストール・タスク: エンジン層
説明

詳細情報

使用情報の記入

両方のエンジン層サーバーに高可用性クラ
スター管理ソフトウェアを取得してインス
トールし、クラスターをセットアップしま
す。

高可用性クラスター管理ソフトウェアの資
料に進みます。構成の例は、以下のトピッ
クを参照してください。

デフォルト値:
使用値:

v 141 ページの『高可用性ソフトウェアの
インストール (Tivoli System Automation
for Multiplatforms の例)』
v

サービス IP アドレスを設定します。

156 ページの『クラスターのセットアッ
プ (Microsoft の例)』

高可用性クラスター管理ソフトウェアの資
料に進みます。構成の例は、以下のトピッ
クを参照してください。
v

デフォルト値:
使用値:

141 ページの『仮想 IP アドレスのセッ
トアップ (Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』

v

157 ページの『仮想 IP アドレスのセッ
トアップ (Microsoft の例)』

高可用性クラスター管理ソフトウェアの資
料に進みます。 143 ページの『リソース・
グループの定義と開始 (Tivoli System
Automation for Multiplatforms の例)』を参
照してください。

デフォルト値:

237 ページの『エンジン層ターゲット・コ
ンピューターのロケールおよび文字エンコ
ードの設定』

デフォルト値:

InfoSphere Information Server エンジンの管 130 ページの『管理者および所有者のアカ
理者アカウントを作成します。アカウント ウントのセットアップ』
にログインしてパスワードをアクティブ化
します。

デフォルト値:

リソース・グループを定義して開始しま
す。

英語以外のロケールの場合に、ロケールお
よびエンコードが正しく設定されているこ
とを確認します。インストール・プログラ
ムは、コンピューターのロケールおよびエ
ンコードの情報を使用して、言語サポート
を提供できるかどうかを判別します。
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使用値:

使用値:

使用値:

表 30. インストール・タスク: エンジン層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

構成の例は、以下のトピックを参照してく
1. インストール・メディアの is-suite デ ださい。
ィレクトリーから、次のコマンドを実行 v 146 ページの『クラスターへの IBM
インストール・プログラムを実行します。

します。

InfoSphere Information Server のインスト
ール (Tivoli System Automation for

./setup -verbose

Multiplatforms の例)』

して、インストール・プログラムを開始

2. Windows コンピューターでサポートさ
れる Web ブラウザーを使用して、
./setup コマンドが表示する URL を開

v

デフォルト値:
使用値:

157 ページの『クラスターへの IBM
InfoSphere Information Server のインスト
ール (Microsoft の例)』

きます。
3.
4. インストール・プログラムで、次の項目
以外、すべてデフォルトを受け入れま
す。
v 「層の選択」ページで、「エンジ
ン」のみ選択します。
v 「高可用性サーバー・クラスター構
成」ページで、「サーバー・クラス
ター構成」をクリックします。「仮
想ホスト名」フィールドに、HA ソ
フトウェアの構成時に作成された仮
想ホスト名を入力します。
v インストール・ディレクトリーにつ
いてのプロンプトが出た場合はいつ
でも、共有ストレージ・デバイスに
パスを指定します。
v 「IBM InfoSphere Information Server
の場所」ページで、WebSphere
Application Server クラスターのフロ
ントエンド HTTP ディスパッチャー
の URL を指定します。「ポート」
フィールドに、フロントエンド
HTTP ディスパッチャーのポート番
号を入力します。InfoSphere
Information Server 管理者アカウント
の名前とパスワードを入力します。
(オプション) 「HTTP 通信に Secure
Sockets Layer (SSL) を使用」をクリ
ックします。「ポート」フィールド
に、以前にセキュア HTTP (HTTPS)
が構成された HTTP ディスパッチャ
ー・ポート番号を入力します。
5. 残りのインストールのステップを完了し
ます。
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表 30. インストール・タスク: エンジン層 (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

リソース・エージェント・スクリプトをセ
ットアップします。

高可用性クラスター管理ソフトウェアの資
料に進みます。構成の例は、以下のトピッ
クを参照してください。

デフォルト値:
使用値:

v 147 ページの『高可用性制御スクリプト
のセットアップ (Tivoli System
Automation for Multiplatforms の例)』
v 158 ページの『高可用性制御スクリプト
のセットアップ (Microsoft の例)』

2d. クライアント層のインストール・タスク・リスト
クライアント層を構成するには、次のタスク・リストのステップに従います。
注: 複数のクライアント・コンピューターがあるトポロジーを作成する場合、各サ
ーバー・エンジンごとに以下のステップを繰り返します。
表 31. インストール・タスク: クライアント層
説明

詳細情報

インストール・プログラムを実行しま
す。

デフォルト値:
249 ページの『第 6 章 IBM
InfoSphere Information Server ソフトウ
使用値:
ェアのインストール』

1. セットアップ・アイコンをダブル
クリックして、インストール・プ
ログラムを開始します。プログラ
ム・ウィンドウはデフォルトの
Web ブラウザーに表示されます。

使用情報の記入

2. インストール・プログラムで、
「層の選択」ページで「クライア
ント」を選択する以外はすべて、
デフォルトを受け入れます。
注: クライアントのみのインスト
ール・メディアを使用している場
合は、「層の選択」ページは表示
されません。プログラムはクライ
アント層のみをインストールしま
す。
3. 残りのインストールを完了しま
す。
(オプション) クライアント層のセキュ 370 ページの『HTTPS 使用のための デフォルト値:
ア HTTP (HTTPS) を手動で構成しま InfoSphere Information Server コンポー
使用値:
ネントの手動による構成』
す。

4. インストール後の構成タスクの実行
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを各層それぞれに実行後、
以下のタスクを実行します。
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表 32. インストール後の構成タスク (すべての層)
説明

詳細情報

使用情報の記入

必要であれば、ネットワーク・アクセ
スを必要とするクライアント・サイド
実行可能ファイルに対して、明示的な
ファイアウォール例外をセットアップ
します。

366 ページの『インバウンド
RMI/IIOP 転送の SSL の使用可能化
(クラスター・インストール)』

デフォルト値:

(オプション) Secure Sockets Layer
(SSL) を構成します。

376 ページの『IBM InfoSphere
Information Server のセキュリティー
の構成』

デフォルト値:

v インバウンド RMI/IIOP に SSL を
有効にします。 InfoSphere
Information Server を、IBM
WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 またはそれ
以降の環境にインストールすると、
インバウンド RMI/IIOP 通信の
SSL は、デフォルトで使用不可にな
ります。

使用値:

使用値:

v InfoSphere Information Server のイ
ンストールの間に、インストール・
プログラムが層コンピューターの
HTTPS を構成しなかった場合、そ
の層コンピューターの HTTPS を手
動で構成します。
(オプション) クラスターを構成して、 234 ページの『サービスとして実行す デフォルト値:
サービスとして実行します。
るクラスターの構成 (Windows)』
使用値:
DB2 クラスター化および HADR イン v DB2 クラスター・インストール:
デフォルト値:
ストール: 1 次および 2 次サーバーを
177 ページの『自動クライアント・
使用値:
構成します。
リルートの構成』
v DB2 HADR インストール:

WebSphere Application Server を構成
して、メタデータ・リポジトリー層ク
ラスターを処理します。

–

188 ページの『HADR 1 次サー
バーの構成』

–

189 ページの『HADR スタンバ
イ・サーバーの構成』

デフォルト値:
v DB2 クラスター・インストール:
178 ページの『DB2 データベース
使用値:
が IBM WebSphere Application
Server に接続するための代替アドレ
スとポートの指定』
v DB2 HADR インストール: 191 ペ
ージの『IBM WebSphere
Application Server に対する代替デ
ータベースのアドレスとポートの指
定』
v Oracle RAC インストール: 201 ペ
ージの『Oracle RAC 構成への接
続』
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表 32. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

デフォルト値:
「IBM InfoSphere Information Server
(オプション) 追加的な WebSphere
Application Server ノードまたは他のコ 管理ガイド」の『新規クラスター・メ
使用値:
ンポーネントをクラスターに追加しま ンバーの追加』
す。
「IBM InfoSphere Information Server
管理ガイド」の『フロントエンド
Web サーバーへの plugin-cfg.xml フ
ァイルの伝搬』

デフォルト値:

DB2 HADR インストール: HADR を
開始します。

196 ページの『HADR の開始』

デフォルト値:

エンジン層のフェイルオーバー機能を
テストします。

高可用性クラスター管理ソフトウェア デフォルト値:
の資料に進みます。構成の例は、以下
使用値:
のトピックを参照してください。

WebSphere Application Server クラス
ター構成をフロントエンド Web サー
バーに通信するには、WebSphere
Application Server 管理コンソールを実
行して、plugin-cfg.xml ファイルを
生成して、その後、手動でそれを各
Web サーバーにコピーします。その
後、Web サーバーを再実行します。

使用値:

IBM HTTP Server を使用している場
合、WebSphere Application Server 管
理コンソールを使用して、ファイルを
Web サーバーに自動的に伝搬するこ
とができます。
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使用値:

v

149 ページの『構成のテスト
(Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例)』

v

158 ページの『構成のテスト
(Microsoft の例)』
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表 32. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

使用情報の記入

InfoSphere Information Server 内のセキ 376 ページの『IBM InfoSphere
Information Server のセキュリティー
ュリティーを以下のように構成しま
の構成』
す。

デフォルト値:
使用値:

1. ユーザー・レジストリーを選択し
て、それを InfoSphere Information
Server に対して構成します。
2. ユーザー・レジストリーにユーザ
ーとグループを作成します。
3. ユーザーとグループにセキュリテ
ィー・ロールを割り当てます。
4. InfoSphere Information Server エン
ジンのセキュリティーを構成しま
す。必要に応じて、証明情報をマ
ップします。
5. インストールされたスイート・コ
ンポーネントで必要であれば、プ
ロジェクト・ロールを割り当てま
す。
オプションで、以下も行います。
v root 以外の管理に対して、
WebSphere Application Server を構
成します。
v root 以外の管理に対して、
InfoSphere Information Server エー
ジェントを構成します。
v 監査サービスを構成します。
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表 32. インストール後の構成タスク (すべての層) (続き)
説明

詳細情報

IBM InfoSphere DataStage および IBM 423 ページの『IBM InfoSphere
InfoSphere QualityStage を構成します DataStage および IBM InfoSphere
QualityStage の構成』
(インストール済みの場合)。

使用情報の記入
デフォルト値:
使用値:

1. グローバリゼーション・サポート
(NLS) をインストールした場合に
は、必ず、InfoSphere DataStage ユ
ーザーでローカリゼーションに正
しい設定が指定されるようにしま
す。
2. ODBC データ・ソースへのアクセ
スを構成します。
3. 同時接続ユーザーまたは同時実行
ジョブが多いシステムでは、サー
バー・エンジンをチューニングし
ます。
オプションで、以下も行います。
v パラレル処理環境を構成します。
v InfoSphere DataStage の以前のバー
ジョンで作成したジョブを、現行バ
ージョンにマイグレーションしま
す。
v InfoSphere QualityStage マッチン
グ・デザイナーを構成します。
v アプリケーション・サーバーをセッ
トアップして、SQA または分析レ
ポートを実行します。
v インストール済み環境をテストしま
す。
282 ページの『IBM InfoSphere
IBM InfoSphere Information Services
Director インストール済み環境をテス Information Services Director のインス
トします (インストール済みの場合)。 トールのテスト』

デフォルト値:

InfoSphere Information Analyzer を構
434 ページの『IBM InfoSphere
成します (インストール済みの場合)。 Information Analyzer の構成』

デフォルト値:

IBM InfoSphere Business Glossary を
構成します (インストール済みの場
合)。

435 ページの『IBM InfoSphere
Business Glossary の構成』

デフォルト値:

(オプション) IBM Support Assistant
Lite for InfoSphere Information Server
ツールを実行して、インストールを検
査します。

279 ページの『インストール検査とト デフォルト値:
ラブルシューティング』を参照
使用値:
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使用値:

使用値:

使用値:

第 4 章 層コンピューターの準備
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に、各タ
ーゲット・コンピューターにインストールの準備をします。
層ごとに InfoSphere Information Server をインストールします。インストール・プ
ログラムを実行すると、インストールする製品モジュールの選択と、コンピュータ
ーにインストールする 1 つ以上の層の指定を求めるプロンプトが出されます。そう
すると、インストール・プログラムは、適切な製品モジュール・コンポーネント
を、指定された層にインストールします。

システム要件とリリース・ノートの確認
すべてのコンピューターが、インストールする製品モジュールの、ハードウェア要
件およびソフトウェア要件を満たしていることを確認します。
インストール要件に関する最新の情報を得るには、次のリソースを参照してくださ
い。
v www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27021833 のシステム要件。
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.relinfo.doc/topics/
iisihrinfo_infsv_rnote_v87.html のリリース・ノート。

前提条件の検査
システムが IBM InfoSphere Information Server をインストールする準備ができてい
るかどうかを判別するには、IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information
Server (ISA Lite) ツールを実行します。ISA Lite に付属の Prerequisite Checker
は、システムを評価して、必要なパッケージがインストールされるかどうか、カー
ネル・パラメーターが正常なインストールに低すぎるかどうか、または潜在的な問
題が環境変数に存在するかどうかを判別します。

始める前に
サポート・サイト (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700) から
ISA Lite ツールをダウンロードして、インストールします。

このタスクについて
以下のステップの実行方法について詳しくは、ISA Lite インストールの \doc フォ
ルダーの下で入手可能な資料を参照してください。

手順
1. このツールをコンソール・モードで実行して、応答ファイルを作成します。この
応答ファイルを使用すると、すべての情報を再入力しなくても、今後、同じスク
リプトを実行することができます。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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2. Prerequisites Checker を実行してシステムを評価します。 InfoSphere Information
Server の新規インストールを開始する前、または新規バージョンへのアップグレ
ードを開始する前に、Prerequisites Checker を実行できます。
3. 生成されたレポートを表示して、合格した前提条件と失敗した前提条件を確認し
ます。失敗した前提条件があれば、それを訂正してから、このツールを再実行し
ます。

層コンピューターのセットアップ
インストール済み環境の中の各コンピューターに対して、次の準備ステップを完了
します。
インストール・プログラムはソフトウェアのインストール前に前提条件検査を完了
しますが、IBM ソフトウェア・サポートによって示される追加の前提条件を検査す
る必要があります。前提条件について詳しくは、以下の技術情報を参照してくださ
い。www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019888

libicu ライブラリーの削除 (AIX)
いくつかの libicu ライブラリーが原因で、IBM InfoSphere Information Server イン
ストール・プログラムが失敗する可能性があります。InfoSphere Information Server
のインストールを開始する前に、これらの項目を削除してください。

症状
インストール・プログラムは、次のエラーを出して失敗します。
Ensure the following libraries do not exist:
/usr/lib/libicuio.a
/usr/lib/libicuuc.a
/usr/lib/libicui18n.a.
These libraries may cause uvsh to not work properly.

原因
一部の AIX システムには、/usr/lib ディレクトリーに libicu ライブラリーがあり
ます。 InfoSphere Information Server インストール・プログラムは、必要な libicu
のコピーを /opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/lib ディレクトリ
ーにインストールします。 /usr/lib ディレクトリー内の libicu ライブラリーが 32
ビットである場合、uvsh は、ロードの問題があるため無効な magic 値を報告しま
す。/usr/lib ディレクトリー内の libicu ライブラリーが 64 ビットである場合、
usvh は意図したとおりに作動します。

問題の解決
インストールを続行する前に、以下のライブラリーが存在する場合は、/usr/lib デ
ィレクトリーからそれらのライブラリーをすべて削除してください。
libicuio.a
libicuuc.a
libicui18n.a
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ネットワークの構成
IBM InfoSphere Information Server は、複数のネットワーク・ポート間で大量のデー
タを交換します。これには、ネットワークのホスト名とポートを慎重に構成する必
要があります。

始める前に
TCP/IP ネットワークがインストールのすべての通信に使用されることを確認しま
す。

このタスクについて
パフォーマンス上の理由により、必要とされるデータ交換のため、広域ネットワー
ク (WAN) 構成に InfoSphere Information Server をインストールしないでくださ
い。待ち時間が少ない場合は、クライアントは WAN を介して処理できますが、ネ
ットワーク待ち時間が大きくなると、クライアントに悪影響を及ぼします。
注: 次の表のポート番号は、システムで使用されるポート番号とは異なる場合があ
ります。これは、インストール・プログラムが、ポートの可用性に基づいてポート
値を自動的に計算するからです。例えば、BOOTSTRAP_ADDRESS ポートの場合、
インストール・プログラムはポート 2809 から開始し、オープン・ポートを見つけ
るまで 1 つずつ増やします。オープンし、使用可能にする正しいポートをシステム
で選択していることを確実にします。システムで使用されるポート値は、インスト
ール・プログラムが生成する応答ファイルに保管されます。製品をインストールす
る前に、インストール・プログラムの「応答ファイルの検討」パネルで、応答ファ
イルの場所、名前、および内容を確認してください。

手順
1. ネーム解決をセットアップします。
a. インストール済み環境のコンピューターが、 mycomputer と
mycomputer.mydomain.com など、ショート・ネームとロング・ネーム (完全修
飾ドメイン・ネーム) の両方で他のすべてのコンピューターを解決できること
を検証します。
b. 以下の各層コンピューターが、その層についてリストされているコンピュー
ターの IP アドレスを解決できることを確実にします。
表 33. 層コンピューターとそれらが接続する先のコンピューター
層コンピューター

接続先の層コンピューター

メタデータ・リポジトリー層

メタデータ・リポジトリー層

サービス層

サービス層、エンジン層、クライアント層

エンジン層

サービス層、エンジン層、クライアント層

c. localhost のみがループバック IP アドレスにマップされていることを確実
にします。このアドレスの IPv4 バージョンは 127.0.0.1 であり、IPv6 バー
ジョンは ::1/128 です。他のエントリーが、localhost をローカル・コンピュ
ーターの IP アドレスにマップすることはできません。 次の例は、これらの
エントリーが以下のファイルでどのように構成されるかを示しています。
v C:¥Windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts
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v /etc/hosts
127.0.0.1
| ::1/128 localhost.localdomain localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx longhostname shorthostname

localdomain
ドメイン・ネーム。
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx
コンピューターの固有の IP アドレス。IPv4 および IPv6 アドレスが
サポートされています。
longhostname shorthostname
コンピューターのロング・ネームとショート・ネーム。
2. メタデータ・リポジトリー層では、TCP ポートを開き、InfoSphere Information
Server およびアプリケーション・サーバーのファイアウォールを通して使用でき
るようにします。
表 34. メタデータ・リポジトリー層のポート番号
コンポーネント

デフォルトのポート番号 ポートを使用する層

メタデータ・リポジトリー用の IBM DB2 データベース
(デフォルト・データベース)

50000

サービス

分析データベース用の IBM DB2 データベース (デフォル
ト・データベース)

50000

サービス、エンジン、クライア
ント

メタデータ・リポジトリー用の Oracle データベース (使用 1521
された場合)

サービス

分析データベース用の Oracle データベース (使用された場 1521
合)

サービス、エンジン、クライア
ント

メタデータ・リポジトリー用の Microsoft SQL Server デー 1433
タベース (使用された場合)

サービス

分析データベース用の Microsoft SQL Server データベース 1433
(使用された場合)

サービス、エンジン、クライア
ント

3. サービス層では、TCP ポートを開き、InfoSphere Information Server およびアプ
リケーション・サーバーのファイアウォールを通して使用できるようにします。
表 35. サービス層のポート番号
コンポーネント

基本構成のデフォルト・ポート番
号

クラスター構成のデフォルト・ポ ポートを使用
ート番号
する層

レポート・サーバー

16581

クライアント
(DHTML レポート・サーバー機
能は、クラスター構成でサポート
されません。)
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表 35. サービス層のポート番号 (続き)
コンポーネント
InfoSphere Information Server
Web ベース・クライアント
(HTTP)

基本構成のデフォルト・ポート番
号

クラスター構成のデフォルト・ポ ポートを使用
ート番号
する層

WC_defaulthost (9080)

クライアントとディスパッチャー サービス、エ
間のファイアウォール (該当する ンジン、クラ
場合): 通常 80。この値は、フロ イアント
ントエンド・ディスパッチャーの
構成によって異なります。
ディスパッチャーとクラスター・
メンバー間のファイアウォール
(該当する場合): すべてのクラス
ター・メンバーの WC_defaulthost
(例えば、9yep080、9081 など)。

InfoSphere Information Server
Web ベース・クライアント
(HTTPS)

WC_defaulthost_secure (9443)

IBM WebSphere Application
Server 管理コンソール (HTTPS
にリダイレクト)

WC_adminhost (9060)

クライアントとディスパッチャー
間のファイアウォール (該当する
場合): 通常 443。この値は、フロ
ントエンド・ディスパッチャーの
構成によって異なります。

クライアント

WC_adminhost (9060)

クライアント

WC_adminhost_secure (9043)

クライアント

HTTPS が構
成されている
場合は、サー
ビス層とエン
ディスパッチャーとクラスター・ ジン層もこの
ポートを使用
メンバー間のファイアウォール
します。
(該当する場合): すべてのクラス
ター・メンバーの
WC_defaulthost_secure (例えば、
9443、9444 など)

IBM WebSphere Application
WC_adminhost_secure (9043)
Server 管理コンソール (HTTPS)
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表 35. サービス層のポート番号 (続き)
コンポーネント

基本構成のデフォルト・ポート番
号

InfoSphere Information Server 通 BOOTSTRAP_ADDRESS (2809)
信サービス (Java リモート・メ
ORB_LISTENER_ADDRESS
ソッド呼び出し [RMI] または
(9100)
Internet Inter-ORB Protocol
[IIOP])
SAS_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9401)

クラスター構成のデフォルト・ポ ポートを使用
ート番号
する層
すべてのクラスター・メンバーの サービス、エ
ンジン、クラ
BOOTSTRAP_ADDRESS
イアント
(9809、9810、9811 など)
すべてのノード・エージェントの
ORB_LISTENER_ADDRESS
(9100、9101 など)
DCS_UNICAST_ADDRESS (9353)

CSIV2_SSL_
MUTUALAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9402)
CSIV2_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9403)

すべてのクラスター・メンバーの
SAS_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS、
CSIV2_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS、
CSIV2_SSL_
MUTUALAUTH_
LISTENER_ADDRESS:
(9410、9411、9412)、
(9411、9414、9415)
など

JMS バインディングを使用する SIB_ENDPOINT_ADDRESS (7276) すべてのクラスター・メンバーの クライアント
SIB_ENDPOINT_ADDRESS
場合の IBM InfoSphere
(7277、7278 など)
Information Services Director サ SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS (7286)
ービス
すべてのクラスター・メンバーの
SIB_MQ_ENDPOINT_
SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS (5558)
ADDRESS
(7287、7288 など)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS (5578)
すべてのクラスター・メンバーの
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS
(5559、5560 など)
すべてのクラスター・メンバーの
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS
(5579、5580 など)

4. エンジン層では、TCP ポートを開き、InfoSphere Information Server およびアプ
リケーション・サーバーのファイアウォールを通して使用できるようにします。
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表 36. エンジン層のポート番号
コンポーネント

デフォルトのポート番号

ポートを使用する層

InfoSphere Information Server ASB
エージェント

31531、および、1024 より大きいランダムなポート番
号

サービス

ランダムなポート番号を使用する代わりに、インスト
ールが完了した後、C:¥IBM¥InformationServer¥
ASBNode¥conf¥agent.properties ファイルに
agent.objectport=# と指定することによって、特定の
ポートにこれを固定することができます。特定のポー
トを指定した後、変更を有効にするために、ロギン
グ・エージェントと ASB エージェントを再始動しま
す。
InfoSphere Information Server ロギン 31533
グ・エージェント

エンジン

IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーター
サービス

DSRPC (31538)

エンジン、クライアン
ト

パラレル・ジョブ・モニター

13400 (ポート 1) および 13401 (ポート 2)

エンジン

ポート 1 へのアクセスは、コンダクター・ノードから
のみ必要です。ポート 2 へのアクセスは、コンダクタ
ー・ノードと、 InfoSphere Information Server エンジ
ンがインストールされているノードがコンダクター・
ノードと異なれば、そのノードから必要です。
パラレル・エンジン

APT_PM_STARTUP_PORT (複数のポート。 10240 以
上のポート番号を使用します)

エンジン

パラレル・エンジンのリモート・プ
ロセス・スタートアップ (リモー
ト・シェルとセキュア・シェル、複
数ノードのみ)

22514

エンジン

パラレル・エンジン (複数ノードの
み)

APT_PLAYER_CONNECTION_
PORT (複数のポート。
11000 以上のポート番号を
使用します)

エンジン

5. 外部データ・ソースへの接続については、ベンダーから提供される、追加のポー
ト割り当てについての資料を参照してください。

InfoSphere Information Server が使用するプロセス
以下のプロセスは、InfoSphere Information Server で実行しているのを確認すること
ができるプロセスです。
このリストには、特に DB2 データベースおよび WebSphere Application Server の
プロセスも含まれます。

Windows
DB2 プロセス
db2dasrm.exe
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db2fmp64.exe
db2mgmtsvc.exe
db2rcmd.exe
db2syscs.exe
InfoSphere Information Server プロセス
Admin.exe
ASBAgent.exe
Director.exe
dsapi_server.exe
dsapi_slave.exe
DSDesign.exe
dsrpcd.exe
dsservice.exe
dstelnet.exe
fdbserver.exe
java.exe
LoggingAgent.exe
NT_OshWrapper.exe
osh.exe
resource_tracker.exe
tl_dsservice.exe

UNIX および Linux
DB2 プロセス
dasusr1 17245

1 0 Jun07 ?

00:00:00 /u1/home/dasusr1/das/adm/db2dasrrm

root

1 0 Jun07 ?

00:01:01 /opt/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd

19072

dasusr1 19108
1 0 Jun07 ?
00:00:00 /opt/IBM/db2/V9/das/bin/db2fmd -i dasusr1
-m /opt/IBM/db2/V9/das/lib/libdb2dasgcf.so.1
root

16647

1 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2wdog 0

db2inst1 16649 16647 0 Jun07 pts/2

00:17:56 db2sysc 0

root

16650 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16651 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16652 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

db2inst1 16656 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2vend (PD Vendor Process - 1)

db2inst1 16665 16647 0 Jun07 pts/2
00:01:23 db2acd
0 ,0,0,0,1,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,1ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,4d0012
db2fenc1 19086 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:03 db2fmp
( ,0,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,64ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b3f004a
db2fenc1 19132 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:02 db2fmp
( ,1,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,85ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b598040
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InfoSphere Information Server プロセス
root

3713
1 0 Jun07 pts/2
00:00:00 /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/bin/dsrpcd

root

3786
1 0 Jun07 pts/2
00:00:01 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-classpath /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/JobMonApp.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xercesImpl.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xmlParserAPIs.jar
JobMonApp 13400 13401

dsadm

3801
1 0 Jun07 ?
00:09:07 /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin/resource_tracker

root

31294
1 0 Jun07 pts/2
00:01:44 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000
-classpath /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/iis_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ACS_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ACS_common.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ISF_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ISF_j2ee.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ASB_utils.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ASB_util_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/
com.ibm.ws.ejb.thinclient_7.0.0.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/
com.ibm.ws.security.crypto.jar
com.ascential.acs.logging.agent.LoggingAgentSocketImpl

root

31324 31319 0 Jun07 pts/2
00:01:36 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Xbootclasspath/a:conf:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-Xss2M
-Xoss2M
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.ext.dirs=apps/jre/lib/ext:lib/java:eclipse/plugins:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-classpath conf:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000 com.ascential.asb.agent.impl.AgentImpl run

WebSphere Application Server プロセス
root

30600
1 0 Jun07 pts/2
01:06:02 /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin/java
-Declipse.security
-Dwas.status.socket=44248
-Dosgi.install.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dosgi.configuration.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/configuration
-Dosgi.framework.extensions=com.ibm.cds,com.ibm.ws.eclipse.adaptors
-Xshareclasses:name=webspherev70_%g,groupAccess,nonFatal
-Xscmx50M -Xbootclasspath/p:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmorb.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmext.jar
-classpath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/startup.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/bootstrap.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/jsf-nls.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/lmproxy.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/urlprotocols.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batchboot.jar:
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/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batch2.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib/tools.jar
-Dibm.websphere.internalClassAccessMode=allow
-verbose:gc
-Xms1280m -Xmx2048m
-Xcompressedrefs
-Dws.ext.dirs=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/classes:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/classes:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/installedChannels:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/ext:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/web/help:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/plugins/com.ibm.etools.ejbdeploy/runtime
-Dderby.system.home=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/derby
-Dcom.ibm.itp.location=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin
-Djava.util.logging.configureByServer=true
-Duser.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Djavax.management.builder.initial=com.ibm.ws.management.PlatformMBeanServerBuilder
-Dwas.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dpython.cachedir=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/temp/cachedir
-Djava.util.logging.manager=com.ibm.ws.bootstrap.WsLogManager
-Dserver.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Dcom.ibm.security.jgss.debug=off
-Dcom.ibm.security.krb5.Krb5Debug=off
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Xdisableexplicitgc
-Djava.awt.headless=true
-Djava.security.policy=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties
/server.policy
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties/wsjaas.conf
com.ibm.wsspi.bootstrap.WSPreLauncher
-nosplash
-application com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher com.ibm.ws.runtime.WsServer
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config issusex1Node01Cell
issusex1Node01 server1

このリストはすべてを網羅しているわけではありません。他のプロセスまたはサー
ビスがご使用の環境内で実行される場合があります。

カーネル・パラメーターとユーザー数の変更 (Linux、UNIX)
IBM InfoSphere Information Server では、Linux および UNIX 上の層ごとに特定の
リソースが必要です。インストール・プログラムを開始する前に、カーネル・パラ
メーターとユーザー数を変更し、コンピューターを再始動します。
カーネル・パラメーターとユーザー数の要件は、InfoSphere Information Server の最
小要件です。それぞれのパラメーターの最適な値は、トポロジーとオペレーショナ
ル・データ・ロードによって、それよりも大きい可能性があります。カーネル・パ
ラメーターとユーザー数をさらに変更する必要がある場合もあります。構成に複数
の値が提供される場合は、最小値の中で最大のものを使用します。
変更はすべて、経験を積んだシステム管理者が行う必要があります。カーネル・パ
ラメーターとユーザー数を変更する前に、それぞれのバックアップ・コピーをとっ
てください。カーネル・パラメーターとユーザー数を推奨値に変更した後、コンピ
ューターを再始動してから、InfoSphere Information Server をインストールしてくだ
さい。

最小のカーネル・パラメーター
ご使用のアプリケーション・サーバー用にカーネル・パラメーターとユーザー数の
構成が必要な場合があります。詳しくは、IBM WebSphere Application Server の資
料を参照してください。
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IBM DB2 データベースのカーネル・パラメーターの最小値
メタデータ・リポジトリーのカーネル・パラメーターの最小要件は、DB2 データベ
ース・インストールにのみ該当します。 InfoSphere Information Server の一部とし
て DB2 をインストールする前に、コンピューターが、DB2 のカーネル・パラメー
ターに関する以下の最小要件を満たしていることを確認します。
v デフォルトのカーネル・パラメーター値で十分であること。
v db2osconf ユーティリティーを実行して、ご使用のシステムに適したカーネル・
パラメーター値を識別します。 DB2 サーバーをまだインストールしていなけれ
ば、 InfoSphere Information Server インストール・メディアから db2osconf.tar
ファイルで db2osconf ユーティリティーを入手できます。tar ファイルをコンピ
ューターにアンパックして実行します。
v 以下の表に示された Linux カーネル・パラメーターの最小値。
表 37. DB2 のメタデータ・リポジトリー層に対する最小の Linux カーネル・パラメーター
とユーザー数
パラメーター

メタデータ・リポジトリー層

MSGMAX

65535

MSGMNB

65535

MSGMNI

1024

RANDOMIZE_VA_SPACE

0

SEMMNI

1024

SEMMNS

256000

SEMMSL

250

SEMOPM

32

SHMALL

v デフォルトの 4096 PAGE_SIZE には、4294967296
を使用します
v 4096 より大きい PAGE_SIZE の場合は、
17592186044416 を PAGE_SIZE で除算します
(17592186044416/PAGE_SIZE)

SHMMAX

この値は、コンピューターの物理メモリー (バイト
単位) の 100% と同じになるように設定します。

SHMMNI

4096

DB2 のカーネル要件が InfoSphere Information Server のカーネル・パラメーター要
件と異なる場合には、最も大きい最小値を使用します。メタデータ・リポジトリー
に別のデータベース・システムを使用する場合には、そのデータベース・システム
の製品資料でカーネル・パラメーターの要件に関する情報を調べてください。

最小の AIX® カーネル・パラメーター
AIX でカーネル・パラメーターを変更するには、smit または smitty コマンドを実
行します。次の表に、エンジン層とサービス層における最小のカーネル・パラメー
ターとユーザー数を示しています。
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表 38. 最小の AIX カーネル・パラメーターとユーザー数 (エンジン層およびサービス層)
パラメーター

エンジン層とサービス層

SHMMAX

536870912

SHMMNI

2000

SHMSEG

200

MAXUPROC

1000 または無制限

NOFILES

10240

最小の HP-UX カーネル・パラメーター
HP-UX でカーネル・パラメーターを変更するには、kctune コマンドを実行しま
す。次の表に、エンジン層とサービス層における最小のカーネル・パラメーターと
ユーザー数を示しています。
表 39. 最小の HP-UX カーネル・パラメーターとユーザー数 (エンジン層およびサービス層)
パラメーター

エンジン層とサービス層

MAXFILES

8000

MSGMAP

32768

MSGMAX

65535

MSGMNB

65535 (単一プロファイル)
131070 (複数のプロファイル)

MSGMNI

50

MSGSEG

32767

MSGTQL

2046

NFILE

58145

NFLOCKS

3000

NPROC

4116

SEMMNI

2048

SEMMNS

16384

SEMMNU

1024

SEMMSL

2048

SHMMAX

307200000

SHMMNI

2000

SHMSEG

1024

MAXUPRC

1000 または無制限

NOFILES

10240

最小の Linux カーネル・パラメーター
次の表に、エンジン層とサービス層における最小のカーネル・パラメーターとユー
ザー数を示しています。
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表 40. 最小の Linux カーネル・パラメーターとユーザー数 (エンジン層およびサービス層)
パラメーター

エンジン層とサービス層

MSGMAX

8192

MSGMNB

16384

MSGMNI

要件なし

SEMMNI

1024

SEMMNS

128000

SEMMSL

250

SEMOPM

32

SHMALL

2511724800

SHMMAX

307200000

SHMMNI

2000

SHMSEG

200

nproc

1000 または無制限

nofile

10240

最小の Solaris カーネル・パラメーター
Solaris 10 で、 /etc/system ファイルではなく、/etc/project ファイルを変更しま
す。
/etc/project ファイルでは、各エントリーは同一行に指定する必要があります。次
の例で、右矢印文字 (⇒) は、default パラメーター行の継続を表します。
system:0::::
user.root:1::::
noproject:2::::
default:3::::project.max-msg-ids=(priv,3584,deny);projec⇒
t.max-sem-ids=(priv,4096,deny);project.max-shm-ids=(priv⇒
,4096,deny);project.max-shm-memory=(priv,7682162688,deny)
group.staff:10::::
db2fenc1:100::db2fenc1::
db2inst1:101::db2inst1::
dasusr1:102::dasusr1::
dsadm:103::dsadm::

次の表に、エンジン層とサービス層における最小のカーネル・パラメーターとユー
ザー数を示しています。
表 41. 最小の Solaris 10 カーネル・パラメーターとユーザー数 (エンジン層およびサービス
層)
リソース制御名

エンジン層とサービス層

process.max-msg-qbytes

16384、またはデフォルトのオペレーティング・シス
テム値を使用

process.max-msg-messages

要件なし

process.max-sem-ops

100、またはデフォルトのオペレーティング・システ
ム値を使用

process.max-sem-nsems

1024

project.max-shm-memory

307200000

project.max-shm-ids

2000
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表 41. 最小の Solaris 10 カーネル・パラメーターとユーザー数 (エンジン層およびサービス
層) (続き)
リソース制御名

エンジン層とサービス層

project.max-msg-ids

1024

project.max-sem-ids

1024

管理者および所有者のアカウントのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行するときに、プ
ログラムに対する管理者および所有者のアカウントのユーザー名とパスワードを指
定する必要があります。

始める前に
495 ページの『ユーザー ID およびパスワードの命名上の制約』に示した命名上の
制約を必ず熟知してください。

このタスクについて
InfoSphere Information Server をインストールする前に管理者アカウントと所有者ア
カウントを作成することで、最初のログインでパスワードの変更が必要であるなど
のオペレーティング・システムのポリシーによって、インストール・プログラムに
よるアカウントの使用に支障が出ないようにします。
アカウントは、ローカル・オペレーティング・システムのアカウント、Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) アカウント、または NIS アカウントとして作成
します。
重要: LDAP アカウントまたは NIS アカウントを使用する場合は、InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを実行する前にこれらのアカウントを
作成しておく必要があります。インストール・プログラムはこれらのアカウントを
作成できません。
アカウントを作成したときに、各ユーザーのユーザー ID とパスワードを記録して
ください。

手順
1. InfoSphere Information Server をインストールするオペレーティング・システム
上で、InfoSphere Information Server をインストールするユーザーが、次のアカ
ウントを使用してログインできることを確認します。
v root ユーザー・アカウント。
v ローカル管理者グループのユーザー・アカウント。このアカウントは、以下の
いずれかのタイプである必要があります。
– Windows ローカル管理者グループに直接割り当てられたローカル・アカウ
ント。
– Windows ローカル管理者グループに直接割り当てられたドメイン・アカウ
ント。
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注: Windows 2008 では、ドメイン・アカウントに全アクセス権限があるよう
に、ユーザー・アカウント制御 (UAC) 設定を使用不可にすることも必要で
す。
ユーザーは、InfoSphere Information Server をインストールするときに、これら
のアカウントの 1 つを使用してログインする必要があります。
2. 各エンジン層をインストールするオペレーティング・システム上で、さらに次の
アカウントを作成し、パスワードを書き留めておきます。
注: インストールにエンジン層が含まれない場合、このステップはスキップでき
ます。
表 42. エンジン層のために作成するアカウント (Linux、UNIX のみ)
アカウントの説明

デフォルトのユーザー名

InfoSphere Information
dsadm
Server エンジンの管理者

1 次グループ

2 次グループ

解説

dstage

使用しているセキュリテ
ィー・モデルに適用する
ように、このグループを
カスタマイズします。

このユーザーは、新規プ
ロジェクトの追加および
そのプロパティーの定義
といった、管理タスクを
実行します。ジョブを実
行するには、開発者ロー
ルを持つユーザーを別個
に作成します。
このアカウントは、ロー
カル・オペレーティン
グ・システム上のアカウ
ントでなければなりませ
ん。インストールの間、
Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP)
アカウントをエンジン管
理者アカウントとして指
定することはできませ
ん。

3. メタデータ・リポジトリー層をインストールするオペレーティング・システム
で、次の追加のアカウントを作成して、パスワードを記録します。
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表 43. メタデータ・リポジトリー層に作成するアカウント
アカウントの説明
DB2 管理サーバー・ユ
ーザー

デフォルトのユーザー名

1 次グループ

2 次グループ

解説

v dasusr1

v dasadm1

なし

v db2admin

v db2admns およびアド

DB2 データベースに対
してのみオペレーティン
グ・システム・アカウン
トを作成します。このア
カウントには、次のディ
レクトリーに対する読み
取り、書き込み、および
実行の権限が必要です。

ミニストレーター

v DB2 管理サーバー・
ユーザーのホーム・デ
ィレクトリー (デフォ
ルトのパスは
/home/dasusr1 です)
v /tmp
v /var/tmp
DB2 インスタンス・オ
ーナー

db2inst1

db2iadm1

dasadm1

DB2 データベースに対
してのみオペレーティン
グ・システム・アカウン
トを作成します。このア
カウントには、次のディ
レクトリーに対する読み
取り、書き込み、および
実行の権限が必要です。
v DB2 インスタンス・
オーナーのホーム・デ
ィレクトリー (デフォ
ルトのパスは
/home/db2inst1 です)
v /tmp
v /var/tmp

DB2 fenced ユーザー

db2fenc1

db2fadm1

なし

DB2 データベースに対
してのみオペレーティン
グ・システム・アカウン
トを作成します。

メタデータ・リポジトリ
ーのオーナー

xmeta
重要: メタデータ・リポ
ジトリー・ユーザー名と
して db2admin または
db2inst1 を指定しない
でください。

xmeta

なし

DB2 データベースに対
してのみオペレーティン
グ・システム・アカウン
トを作成します。リポジ
トリーに DB2 データベ
ースを使用すると、DB2
データベースは、接続要
求にオペレーティング・
システムの認証を使用し
ます。

132

プランニング、インストール、および構成ガイド

表 43. メタデータ・リポジトリー層に作成するアカウント (続き)
アカウントの説明

デフォルトのユーザー名

1 次グループ

2 次グループ

解説

メタデータ・リポジトリ
ーのユーザー

xmetasr
重要: このユーザー名
は、メタデータ・リポジ
トリーのオーナーに指定
するユーザー名 (xmeta)
とは異なっていなければ
なりません。

xmetasr

なし

DB2 データベースに対
してのみオペレーティン
グ・システム・アカウン
トを作成します。リポジ
トリーに DB2 データベ
ースを使用すると、DB2
データベースは、接続要
求にオペレーティング・
システムの認証を使用し
ます。

IBM InfoSphere
Information Analyzer: 分
析データベースのオーナ
ー

iauser
重要: InfoSphere
Information Analyzer デ
ータベース・ユーザー名
として db2admin または
db2inst1 を指定しない
でください。

iauser

なし

DB2 データベースに対
してのみオペレーティン
グ・システム・アカウン
トを作成します。DB2
データベースは、オペレ
ーティング・システムの
認証を使用します。

InfoSphere Information Server インストール・プログラムは、root アクセス権限
を持っている必要があります。root は、次のディレクトリーに対する書き込み許
可を持っている必要があります。
v /tmp
v /var
v /var/tmp
v /usr/local/bin
4. root も含めたすべてのユーザーの許可を確認します。 いずれかのディレクトリ
ーが AFS® などのネットワーク・ファイル・システムからマウントされる場
合、インストールの正常な実行には許可が不十分な可能性があります。
5. 次の管理者アカウントに使用する名前とパスワードを決定します。
表 44. インストール・プログラムがセットアップする管理者アカウント
アカウントの説明

デフォルトのユーザー名

IBM WebSphere Application Server の管理者

wasadmin

InfoSphere Information Server の管理者

isadmin

6. それぞれのアカウントにログインし、アカウントが正しく動作することを確認し
ます。 オペレーティング・システムによっては、最初のログインでパスワード
の変更を強制するようにセットアップされているものもあります。したがって、
アカウントを適切にアクティブにするために、手動によるログインが必要です。

2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの高可用性構成の作成
アクティブ/パッシブ高可用性構成で IBM InfoSphere Information Server ソフトウェ
ア層を構成することによって、基礎レベルの高可用性を提供できます。
2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの高可用性構成では、2 つのコンピュー
ターがストレージ・デバイスを共有します。メタデータ・リポジトリー層、エンジ
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ン層、およびサービス層はすべて、共有ストレージ・デバイスにインストールされ
ます。いずれか 1 台のコンピューター (アクティブ・サーバー) が、これらの層を
ホストします。もう一方のコンピューター (パッシブ・サーバー) は開始されます
が、いずれの層ソフトウェアも実行しません。Linux または UNIX システム上の
IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms や Microsoft Windows システム上
の Microsoft Cluster Service (MSCS) などの高可用性ソフトウェア製品は、両方のサ
ーバーにインストールされます。高可用性ソフトウェアは、ハートビート (アクテ
ィブ・サーバーが作動可能であることを示す、アクティブ・サーバーからパッシ
ブ・サーバーへの周期的シグナル) を保守します。アクティブ・サーバーで障害が
起こると、ハートビートの送信も失敗します。高可用性ソフトウェアは、パッシ
ブ・サーバー上で、すべてのサービスを再開します。この処理は、フェイルオーバ
ー と呼ばれます。
この構成では、サーバー・ペアに対してフローティング IP アドレスおよび仮想ホ
スト名が定義されます。この情報は、アクティブ・サーバーに関連付けられます。
すべてのクライアント・プログラムは、このアドレスまたはホスト名を使用してサ
ーバーに接続します。アクティブ・サーバーで障害が起こると、フローティング IP
アドレスと仮想ホスト名は、自動的にパッシブ・サーバーに再度関連付けられま
す。
他の方式を使用してサービス層またはメタデータ・リポジトリー層 (あるいは両方)
に高可用性を提供する場合、アクティブ/パッシブ構成に残りの層のみを組み込むこ
とも選択できます。例えば、サービス層に IBM WebSphere Application Server クラ
スターを、そしてメタデータ・リポジトリー層に IBM DB2 for Linux, UNIX, and
Windows のデータベース・クラスターを実装するように選択したとします。この場
合、アクティブ/パッシブ構成のサーバーは、エンジン層のみをホストします。
高可用性構成を設定するには、プロトコル、レイヤー、デバイス、その他など、ネ
ットワーク・テクノロジーの確かな理解が必要です。高可用性構成、特に、クラス
タリングを組み込む構成は、技術的に複雑で、正常に実装するには専門的な知識が
要求されます。

アクティブ/パッシブ構成の作成 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX のインストール済み環境の場合、使用する高可用性ソフトウェ
アにかかわらず、2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブ構成を設定する同じ基
本ステップを完了する必要があります。

手順
1. ハードウェアをセットアップして、ネットワークのケーブルを取り付けます。
各サーバーは、物理的に分離している必要があります。同一の内部ストレー
ジ、メモリー、および処理能力を持った同一のハードウェアを使用します。
サーバーは、高速ネットワークを介して相互に通信できる必要があります。
Single Point of Failure を最小化するには、各サーバーには、少なくとも 2 つ
の物理的に分離した高速ネットワークへの冗長接続がなければなりません。
問題が発生した場合にフェイルオーバーをサポートするために、高可用性ソフ
トウェアは、サーバー間にハートビート・シグナルを作成します。このシグナ
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ルのために、少なくとも 2 つ以上の分離したネットワークをセットアップしま
す。このネットワークは、シリアルにも、または他のネットワークにすること
もできます。ハートビートを送るネットワークは、物理的に分離しており、高
速ネットワークとは切り分けられている必要があります。
2. 高可用性ソフトウェアをアクティブ・サーバーとパッシブ・サーバーの両方に
インストールします。
3. IP アドレスを割り振り、それを仮想ホスト名に関連付けます。その仮想ホスト
名を使用して、クライアント層は IBM InfoSphere Information Server サーバ
ー・サイド・コンポーネントに接続します。
4. 同一マウント・ポイントにある共有ストレージ・デバイスを各ノードにマウン
トします。次のマウント・ポイントを作成します。
v ベース・インストール・ディレクトリー。通常は、/opt/IBM
v ベース・ユーザー・ホーム・ディレクトリー。通常は、/home
5. 適切な高可用性ソフトウェア管理ツールを使用して、以下のステップを完了し
ます。
a. InfoSphere Information Server リソースのリソース・グループを作成します。
b. リソースを追加して、仮想 IP アドレスを管理します。
c. リソース・グループを開始します。
d. InfoSphere Information Server が実行される 1 次サーバーで、リソース・グ
ループが実行中であることを確認します。仮想ホスト名を使用することによ
って、1 次サーバーに確実に接続できるようにします。フェイルオーバーを
テストし、問題があれば、先へ進む前に解決します。
6. 両方のサーバーで、これらのディレクトリーのマウント・ポイントの中で、次
のディレクトリーを作成します。ディレクトリーに同一のローカル・ユーザー
許可があることを確認してください。ディレクトリーは、構成によって異なり
ます。
表 45. アクティブ/パッシブ構成用のディレクトリー
層の構成

ディレクトリー

すべて

プロジェクト・ディレクトリー。デフォルト:
/opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects

両サーバー上のエンジン層

v InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリー。デフォルト:
/opt/IBM/InformationServer
v InfoSphere Information Server エンジン・
アドミニストレーターのホーム・ディレク
トリー。通常は、/home/dsadm

両サーバー上のサービス層

IBM WebSphere Application Server インスト
ール・ディレクトリー。デフォルト:
/opt/IBM/WebSphere
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表 45. アクティブ/パッシブ構成用のディレクトリー (続き)
層の構成

ディレクトリー

両サーバー上のメタデータ・リポジトリー
層、IBM DB2 データベース・システム

v DB2 データベース・システムのインスト
ール・ディレクトリー。デフォルト:
/opt/IBM/db2
v DB2 インスタンス・オーナーのホーム・
ディレクトリー。通常は、/home/db2inst1
v DB2 管理サーバー・ユーザーのホーム・
ディレクトリー。通常は、/home/dasusr1
v DB2 fenced ユーザーのホーム・ディレク
トリー。通常は、/home/db2fenc1
v メタデータ・リポジトリー・オーナーのホ
ーム・ディレクトリー。通常
は、/home/xmeta
v IBM InfoSphere Information Analyzer がイ
ンストールされている場合、分析データベ
ースのオーナーのホーム・ディレクトリ
ー。通常は、/home/iauser

7. エンジン層のみがアクティブ/パッシブ構成に組み込まれる場合 (すなわち、メ
タデータ・リポジトリー層またはサービス層がアクティブ/パッシブ構成の外側
に配置される)、エンジン層のインストールと構成を続行する前に、最初に、メ
タデータ・リポジトリー層とサービス層をインストールして構成します。エン
ジン層インストールは、インストール・プログラムの単一パスに、メタデー
タ・リポジトリー層およびサービス層と同時に、すべてを一緒にインストール
するのでなければ、それらが最初にインストールされていることを要求しま
す。
8. 1 次サーバーで InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実
行します。
インストール・プログラムがプロンプトを出した場合、仮想ホスト名を指定し
ます。インストール・ディレクトリーについてのプロンプトが出た場合はいつ
でも、マウント・ポイント内のパスを指定します。
9. 両方のサーバー上に /etc/services エントリーのレプリカを生成します。
10. サーバーを開始し、停止し、そしてモニターするスクリプトを作成します。共
有ストレージ・デバイスにスクリプトを保管します。
InfoSphere Information Server に、高可用性制御スクリプトのサンプルがいくつ
か含まれています。これらのスクリプトを使用したり、構成に合うように変更
したりできます。 159 ページの『IBM InfoSphere Information Server に同梱さ
れている高可用性制御スクリプト』を参照してください。
11. 適切な高可用性ソフトウェア管理ツールを使用して、以下のステップを完了し
ます。
a. エンジン層が高可用性構成に組み込まれる場合、InfoSvrEngine スクリプ
ト、またはそれに相当するリソース・エージェント・スクリプトをリソー
ス・グループに追加します。
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b. サービス層またはメタデータ・リポジトリー層が高可用性構成に組み込まれ
る場合、InfoSvrServices スクリプト、またはそれに相当するリソース・エ
ージェント・スクリプトをリソース・グループに追加します。
12. 異なる複数の失敗をシミュレートすることによって、セットアップをテストし
ます。

例: IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms を使用し
たアクティブ/パッシブ構成のセットアップ
この例では、Tivoli System Automation for Multiplatforms を使用して、2 つのサー
バーによるアクティブ/パッシブの高可用性構成をセットアップする方法を説明しま
す。
この構成例は、2 つの Red Hat Enterprise Linux Server サーバーで構築されます。
これらのサーバーは、単一のパブリック・ネットワークを介して相互に接続されま
す。各サーバーは、ストレージ域ネットワーク (SAN) にも接続されます。すべての
IBM InfoSphere Information Server コンポーネントは、SAN にインストールされま
す。いずれの所定の時間においても、サーバーのうちのいずれかのみアクティブで
す。すなわち、それが、SAN 上にある InfoSphere Information Server コンポーネン
トをホストします。もう一方のサーバーはパッシブで、SAN にはアクセスしませ
ん。
AIX

この例は Linux 用ですが、ほとんどのステップは、AIX 環境の場合と同
一です。異なるステップが指示されます。
次のダイアグラムは、この構成例を示します。
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図 40. 2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの高可用性構成の例

この例では、次のソフトウェアが各サーバーに使用されます。
v Red Hat Enterprise Linux Server 64-bit
v IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.5
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 7.0
(InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用してインストール
されます)
v IBM DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9.7 (InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを使用してインストールされます)
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v IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (IBM DB2 9.7 インストール・
パッケージに組み込まれているバージョン)
ストレージについては、両方のサーバーにアクセス可能なストレージ域ネットワー
ク (SAN) があります。
この例で構成を作成するには、次のステップに従います。
1. ハードウェアをセットアップします。その後、ネットワークを構成して、マウン
ト・ポイントをストレージ域ネットワーク (SAN) に対して構成します。最後
に、SAN をマウントします。『サーバー、ネットワーク、およびストレージの
セットアップ (Tivoli System Automation for Multiplatforms の例)』を参照してく
ださい。
2. クラスター内の各サーバーに System Automation for Multiplatforms をインスト
ールしてから、第 1 レベルの自動化ドメインを作成します。System Automation
for Multiplatforms は、IBM DB2 データベース・システムのインストール・パッ
ケージにバンドルされます。 141 ページの『高可用性ソフトウェアのインストー
ル (Tivoli System Automation for Multiplatforms の例)』を参照してください。
3. 仮想 IP アドレスを定義します。次に、System Automation for Multiplatforms を
構成します。それによって、サーバー上のネットワーク・アダプターは、仮想
IP アドレスに対して適切かつ等値になります。 141 ページの『仮想 IP アドレス
のセットアップ (Tivoli System Automation for Multiplatforms の例)』を参照して
ください。
4. リレーションシップ定義を使用することによって、リソース・グループを定義し
てから、自動化ポリシーを作成します。ネットワーク・タイブレーカーを作成し
ます。最後に、リソース・グループをアクティブにします。 143 ページの『リソ
ース・グループの定義と開始 (Tivoli System Automation for Multiplatforms の
例)』を参照してください。
5. SAN にユーザーおよびユーザー・グループを作成します。その後、InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを実行します。最後に、両方のサ
ーバー上に /etc/services エントリーのレプリカを生成します。 146 ページの
『クラスターへの IBM InfoSphere Information Server のインストール (Tivoli
System Automation for Multiplatforms の例)』を参照してください。
6. サーバーを開始し、停止し、そしてモニターするスクリプトをセットアップしま
す。その後、アプリケーション・リソースを作成します。 147 ページの『高可用
性制御スクリプトのセットアップ (Tivoli System Automation for Multiplatforms
の例)』を参照してください。
7. 構成をテストするには、アクティブ・サーバーの障害およびネットワーク障害を
シミュレートして、その結果を監視します。 149 ページの『構成のテスト (Tivoli
System Automation for Multiplatforms の例)』を参照してください。
サーバー、ネットワーク、およびストレージのセットアップ (Tivoli System
Automation for Multiplatforms の例):
ハードウェアをセットアップします。その後、ネットワークを構成して、マウン
ト・ポイントをストレージ域ネットワーク (SAN) に対して構成します。最後に、
SAN をマウントします。
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このタスクについて
この例の 2 つのサーバーには、それぞれに 1 つのネットワーク・インターフェー
ス (en0) が含まれます。ネットワーク・インターフェース en0 は、パブリック・ネ
ットワークを形成する外部ネットワーク・クラウドを介して相互に接続されます。
次の固定 IP アドレスは、アクティブおよびパッシブ・サーバー上のアダプター
en0 に割り当てられます。
v Active server (host name myprimary): 192.0.2.0
v Passive server (host name mysecondary): 192.0.2.1
以下の例では、IPv4 アドレスを IPv6 アドレスとして表すことができます。例え
ば、192.0.2.0 を ::ffff:192.0.2.0 として表すことができます。
手順
1. サーバー、ネットワーク、およびストレージ・ハードウェアをセットアップしま
す。
2. カーネル・パラメーターとユーザー数を両方のサーバー上で同一的に調整しま
す。これらの調整については、『 126 ページの『カーネル・パラメーターとユー
ザー数の変更 (Linux、UNIX)』』を参照してください。
3. 各サーバー上のファイル /etc/hosts を開きます。それぞれのファイルで、アク
ティブおよびパッシブ・サーバー名が対応するパブリック IP アドレスにマップ
されているかどうか検査します。 例:
192.0.2.0
192.0.2.1

myprimary.example.com
mysecondary.example.com

myprimary
mysecondary

/etc/hosts ファイルでホスト名が定義されると、DNS サーバー障害が発生した
場合でも、サーバーは相互に認識できます。クラスター内のすべてのサーバー
は、このファイルに同じエントリーを持つ必要があります。さらに、すべてのサ
ーバーは、固定 IP アドレスでなければなりません。
4. アクティブおよびパッシブ・サーバーが、パブリック・ネットワークを介して正
常に、相互に ping できることかどうか妥当性検査します。 例:
ping myprimary
ping mysecondary

5. 共有 SAN に対するマウント・ポイントとして使用されるように、各サーバー上
に同一のディレクトリーを作成します。775 というディレクトリー許可を割り当
てます。
mkdir
chmod
mkdir
chmod

/opt/IBM
775 /opt/IBM
/home
775 /home

6. 各サーバー上のファイル /etc/fstab を開きます。
AIX

ファイル名は /etc/filesystems です。

7. 各ファイルで、共有 SAN に対するマウント・ポイントを定義します。各マウン
ト・ポイントについて、noauto オプションを指定して、クラスター内の複数の
サーバーにマウント・ポイントが自動的にマウントされるのを回避します。 例:
192.0.2.2:/newfs
192.0.2.2:/newfs
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nfs
nfs

defaults
defaults

0 0
0 0

8. 各サーバーに SAN をマウントします。
9. 同一のローカル・ユーザー許可を持つ次のディレクトリーを作成します。
v

/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects

v /opt/IBM/InformationServer
v /opt/IBM/WebSphere
v /opt/IBM/db2
高可用性ソフトウェアのインストール (Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例):
クラスター内の各サーバーに IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms をイ
ンストールし、次に、第 1 レベルの自動化ドメインを作成します。System
Automation for Multiplatforms は、IBM DB2 データベース・システムのインストー
ル・パッケージにバンドルされます。
手順
1. 各サーバーに System Automation for Multiplatforms 基本コンポーネントをイン
ストールします。 インストール・ディレクトリーは、各サーバーのローカル・
ストレージに存在しなければなりません。ストレージ域ネットワーク (SAN) 上
ではありません。
2. /etc/profile ファイルを編集し、CT_MANAGEMENT_SCOPE 環境変数がすべて
のユーザーに対して確実に 2 に設定されるようにしてください。
3. 自動化ドメインの一部となるべき各サーバーで、preprpnode コマンドを実行し
てサーバー上にセキュリティーを準備します。それによって、セキュリティーは
ピア・ドメインで定義できます。
/usr/sbin/rsct/bin/preprpnode myprimary mysecondary

4. 自動化ドメインを作成します。例では、ha_domain という名前が付けられた単一
の自動化ドメインが、myprimary および mysecondary サーバーを含むようにと
作成されます。ドメインを作成するには、mkrpdomain コマンドを、サーバーの
いずれかで実行します (いずれのサーバーでも選択可能です)。
mkrpdomain ha_domain myprimary mysecondary

このコマンドがサーバー上で一度実行されると、いずれの Tivoli System
Automation for Multiplatforms または Reliable Scalable Cluster Technology
(RSCT) コマンドも、自動化ドメイン内のいずれのサーバーからも発行可能で
す。
5. 新しく作成された自動化ドメインは、オフラインの作動可能状態 (OpState) にな
ります。startrpdomain コマンドを実行して、ドメインをオンラインにします。
startrpdomain ha_domain

仮想 IP アドレスのセットアップ (Tivoli System Automation for Multiplatforms
の例):
仮想 IP アドレスを定義します。次に、IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms を構成します。それによって、サーバー上のネットワーク・アダプタ
ーは、仮想 IP アドレスに対して適切かつ等値になります。
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このタスクについて
以下の例では、myserviceip.cfg という名前が付けられたファイルが、haip という
名前が付けられた仮想 IP アドレスを定義するように作成されます。IPAddress 値
は、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスにすることができるネットワーク別名 IP
アドレスです。以下の例では、 IPv4 アドレス 192.0.2.10 を IPv6 アドレス
::ffff:192.0.2.10 として表すことができます。
手順
1. サービス IP アドレスを定義する/opt/IBM/hascripts ディレクトリーに構成フ
ァイルを作成して、そのアドレスと関連付ける仮想 IP アドレスの名前を指定し
ます。 NetMask 値は、この IP アドレスのネットワーク・マスクです。
PersistentResourceAttributes::
NodeNameList={"myprimary", "mysecondary"}
Name="haip"
NetMask=255.255.255.128
IPAddress=192.0.2.10
ResourceType=1

2. mkrsrc コマンドを実行して、仮想 IP リソースを作成します。
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/myserviceip.cfg IBM.ServiceIP

3. lsrsrc コマンドを実行して、リソースが正しく作成されたかどうか検査しま
す。
lsrsrc -l IBM.ServiceIP

このコマンドは、仮想 IP リソース構成を表示します。例:
Resource Persistent Attributes for IBM.ServiceIP
resource 1:
Name
= "haip"
ResourceType
= 0
AggregateResource = "0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
IPAddress
= "192.0.2.10"
NetMask
= "255.255.255.128"
ProtectionMode
= 1
NetPrefix
= 0
ActivePeerDomain = "ha_domain"
NodeNameList
= {"mysecondary"}
resource 2:
Name
= "haip"
ResourceType
= 0
AggregateResource = "0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
IPAddress
= "192.0.2.10"
NetMask
= "255.255.255.128"
ProtectionMode
= 1
NetPrefix
= 0
ActivePeerDomain = "ha_domain"
NodeNameList
= {"myprimary.example.com"}
resource 3:
Name
= "haip"
ResourceType
= 1
AggregateResource = "0x3fff 0xffff 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000"
IPAddress
= "192.0.2.10"
NetMask
= "255.255.255.128"
ProtectionMode
= 1
NetPrefix
= 0
ActivePeerDomain = "ha_domain"
NodeNameList
= {"myprimary.example.com","mysecondary"}

4. mkequ コマンドを実行して、仮想 IP アドレスを運ぶことになるネットワーク・
アダプターを指定する等値定義を作成します。 例えば、次のコマンドは、
ha_nieq という名前が付けられた固定等価を作成します。
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mkequ ha_nieq IBM.NetworkInterface:eth0:myprimary,eth0:mysecondary

5. lsequ コマンドを実行して、等値定義を検査します。
lsequ -e ha_nieq

このコマンドは、等値定義構成を表示します。例:
Displaying Equivalency information:
For Equivalency "ha_nieq".
Equivalency 1:
Name
MemberClass
Resource:Node[Membership]
SelectString
SelectFromPolicy
MinimumNecessary
Subscription
Color
ActivePeerDomain
ConfigValidity

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ha_nieq
IBM.NetworkInterface
{eth0:myprimary.example.com,eth0:mysecondary}
""
ANY
1
{}
0
ha_domain

6. 両方のサーバー上のファイル /etc/hosts で、仮想 IP アドレスに仮想ホスト名
のマッピングを追加します。 例:
192.0.2.10

harg

harg.example.com

リソース・グループの定義と開始 (Tivoli System Automation for Multiplatforms
の例):
リレーションシップ定義を使用することによって、リソース・グループを定義して
から、自動化ポリシーを作成します。ネットワーク・タイブレーカーを作成しま
す。最後に、リソース・グループをアクティブにします。
手順
1. mkrg コマンドを実行して、リソース・グループを作成します。 次の構成例で
は、作成されたリソース・グループに、harg という名前が付けられます。
mkrg harg

2. addrgmbr コマンドを実行して、仮想 IP アドレスとアプリケーション・リソー
スをリソース・グループに追加します。
addrgmbr -g harg IBM.ServiceIP:haip

3. lsrg コマンドを実行して、リソース・グループを検査します。
lsrg -m

このコマンドは、リソース・グループ定義を表示します。
Displaying Member Resource information:
Class:Resource:Node[ManagedResource] Mandatory MemberOf OpState WinSource Location
IBM.ServiceIP:haip
True
harg
offline Nominal myprimary

4. mkrel コマンドを実行して、仮想 IP リソース (haip) とネットワーク・インタ
ーフェース等値 (ha_nieq) との間のリレーションシップを定義します。 仮想
IP は、アクティブになるネットワーク・インターフェース等値に依存します。
mkrel -p DependsOn -S IBM.ServiceIP:haip -G IBM.Equivalency:ha_nieq
haip_dependson_ha_nieq

5. lsrel コマンドを実行して、リレーションシップを検査します。
lsrel -l

このコマンドは、管理対象関係を表示します。
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Displaying Managed Relations :
Managed Relationship 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg

6. ネットワーク・クォーラム (タイブレーカー) を作成します。 タイブレーカー
によって、Tivoli System Automation for Multiplatforms は、ノード間の通信が
切れたときに、まだクラスターを所有しているノードを確実に判別できます。
この安全機能によって、両方のノードでプロセスが同時に開始されないように
します。
a. 両方のサーバーにあるファイル /usr/sbin/cluster/netmon.cf を編集しま
す。それぞれのファイルで、各サーバーの IP アドレスを IPv4 形式または
IPv6 形式のいずれかで追加します。例えば、アドレス 192.0.2.0 またはそ
れに相当する IPv6 アドレス ::ffff:192.0.2.0 を使用できます。
cat /usr/sbin/cluster/netmon.cf
192.0.2.0 | ::ffff:192.0.2.0
192.0.2.1 | ::ffff:192.0.2.1

b. mkrsrc コマンドを実行して、ネットワーク・タイブレーカーを作成しま
す。
mkrsrc IBM.TieBreaker Type="EXEC" Name="ha_nettiebkr" DeviceInfo=’PATHNAME=
/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2’
PostReserveWaitTime=30;

このコマンドで使用されるネットワーク・アドレス (例では 192.0.2.24)
は、両方のノードから ping コマンドに応答する、いずれの有効な IP アド
レスにすることも可能です。
c. chrsrc コマンドを実行して、タイブレーカーに対して永続属性を設定しま
す。
chrsrc -c IBM.PeerNode OpQuorumTieBreaker="ha_nettiebkr"

d. lsrsrc コマンドを実行して、タイブレーカーが作成されているかどうか検
査します。
lsrsrc -Ab IBM.TieBreaker

このコマンドは、タイブレーカーに対する属性を表示します。
Resource Persistent and Dynamic Attributes for IBM.TieBreaker
resource 1:
Name
= "ha_nettiebkr"
Type
= "EXEC"
DeviceInfo
= "PATHNAME=/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net
Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2"
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 30
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
resource 2:
Name
= "Fail"
Type
= "Fail"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
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HeartbeatPeriod
PreReserveWaitTime
PostReserveWaitTime
NodeInfo
ActivePeerDomain
ConfigChanged
resource 3:
Name
Type
DeviceInfo
ReprobeData
ReleaseRetryPeriod
HeartbeatPeriod
PreReserveWaitTime
PostReserveWaitTime
NodeInfo
ActivePeerDomain
ConfigChanged

=
=
=
=
=
=

0
0
0
{}
"ha_domain"
0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"Operator"
"Operator"
""
""
0
0
0
0
{}
"ha_domain"
0

7. chrg コマンドを実行して、リソース・グループと、そのメンバーとして定義さ
れているリソースのすべてをアクティブにします。
chrg -o online harg

8. lsrg コマンドを実行して、リソース・グループの状況を検査します。
lsrg -g harg

このコマンドは、指定されたリソース・グループの情報を表示します。
Displaying Resource Group information:
For Resource Group "harg".
Resource Group 1:
Name
= harg
MemberLocation
= Collocated
Priority
= 0
AllowedNode
= ALL
NominalState
= Online
ExcludedList
= {}
Subscription
= {}
Owner
=
Description
=
InfoLink
=
Requests
= {}
ActivePeerDomain
= ha_domain
OpState
= Online
TopGroup
= harg
ConfigValidity
=
TopGroupNominalState = Online

9. lssam コマンドを実行して、クラスターの状況をチェックします。
lssam

このコマンドは、クラスターの各コンポーネントの状況を表示します。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

10. クラスターをテストし、これが正しく機能していることを確認します。
a. 仮想 IP アドレスが 1 次ノードに接続することを確認します。
b. rgreq コマンドを実行して、フェイルオーバーを強制的に 2 次ノードにし
ます。このコマンドに、2 次ノードの名前とリソース・グループの名前を指
定します。
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rgreq -o move -n mysecondary harg

c. lssam コマンドを再実行して、クラスターの状況をチェックします。
lssam

フェイルオーバーが成功すると、コマンド出力に、1 次ノードが現在オフラ
インで、2 次ノードがオンラインであることが示されます。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

d. 仮想 IP アドレスが、現在、2 次ノードに接続していることを確認します。
e. rgreq コマンドを実行して、フェイルオーバーを強制的に 1 次ノードに戻
します。
rgreq -o move -n myprimary harg

f. lssam コマンドを再実行して、クラスターの状況をチェックします。
lssam

フェイルオーバーが成功すると、コマンド出力に、2 次ノードが現在オフラ
インで、1 次ノードがオンラインであることが示されます。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

クラスターへの IBM InfoSphere Information Server のインストール (Tivoli
System Automation for Multiplatforms の例):
ストレージ域ネットワーク (SAN) 上にユーザーおよびユーザー・グループを作成し
ます。その後、InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行しま
す。最後に、両方のサーバー上に /etc/services エントリーのレプリカを生成しま
す。
このタスクについて
このタスクの構成は、2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブ高可用性構成を表
すシナリオ C と一致します。
手順
1. ストレージ域ネットワーク (SAN) 上に、すべてのユーザーおよびユーザー・グ
ループを作成します。 次のサンプルの Linux コマンドは、いくつかの管理者ユ
ーザー・アカウントとグループを作成します。例では、SAN は /home にマウン
トされます。
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

/usr/sbin/useradd -g db2iadm1 -d /home/db2inst1 db2inst1
/usr/sbin/useradd -g db2fadm1 -d /home/db2fenc1 db2fenc1
/usr/sbin/useradd -g dasadm1 -d /home/dasusr1 dasusr1
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/usr/sbin/useradd -g xmeta
/usr/sbin/useradd -g iauser
/usr/sbin/useradd -g dstage

-d /home/xmeta xmeta
-d /home/iauser iauser
-d /home/dsadm dsadm

次のサンプルの AIX コマンドは、いくつかの管理者ユーザー・アカウントとグ
ループを作成します。
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm

管理者ユーザーおよびグループの作成について詳しくは、 130 ページの『管理者
および所有者のアカウントのセットアップ』を参照してください。
2. グラフィック・モードで InfoSphere Information Server インストール・プログラ
ムを実行します。ウィザードを使用した InfoSphere Information Server のインス
トールを参照してください。
ディレクトリーについてのプロンプトが出されたときは常に、ベース・ディレク
トリー・マウント・ポイント (/opt/IBM) からディレクトリーを選択します。
「高可用性サーバー・クラスター構成」ページで、「これはアクティブ/パッシ
ブ・サーバー・クラスター構成です」をクリックします。「仮想ホスト名」フィ
ールドに、仮想ホスト名 (この例では harg.example.com) を入力します。
3. インストール・プログラムを完了させます。
4. 両方のサーバー上に /etc/services エントリーのレプリカを生成します。
高可用性制御スクリプトのセットアップ (Tivoli System Automation for
Multiplatforms の例):
サーバーを開始し、停止し、そしてモニターするスクリプトをセットアップしま
す。その後、アプリケーション・リソースを作成します。
このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server に、高可用性制御スクリプトのサンプルがいくつ
か同梱されています。これらのスクリプトは、この例の中で使用されます。 159 ペ
ージの『IBM InfoSphere Information Server に同梱されている高可用性制御スクリプ
ト』を参照してください。
手順
1. スクリプト・ファイルをストレージ域ネットワーク (SAN) 上のディレクトリー
にコピーします。 例: /opt/IBM/hascripts
2. サービス層に対するアプリケーション・リソース構成ファイルを作成します。
このファイルを、スクリプト・ファイルと同じディレクトリーに置きます。例
えば、/opt/IBM/hascripts です。 次のサンプル・ファイルは、サービス層に
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対するアプリケーション・リソースを定義します。そのファイル
は、/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application という名前が付け
られています。
PersistentResourceAttributes::
Name="ServicesApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices start"
StopCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

3. mkrsrc コマンドを実行して、サービス層に対するアプリケーション・リソース
を作成します。
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application IBM.Application

4. エンジン層に対するアプリケーション・リソース構成ファイルを作成します。
次のサンプル・ファイルは、エンジン層に対するアプリケーション・リソース
を定義します。そのファイルは、/opt/IBM/hascripts/
InfoSvrEngine.IBM.Application という名前が付けられています。
PersistentResourceAttributes::
Name="EngineApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine start"
StopCommand="/opr/hascripts/InfoSvrEngine stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

5. mkrsrc コマンドを実行して、エンジン層に対するアプリケーション・リソース
を作成します。
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine.IBM.Application IBM.Application

6. rgreq コマンドを実行して、harg リソース・グループをロックします。
rgreq -o lock harg

7. addrgmbr コマンドを実行して、作成されたリソース・グループ harg に、サー
ビス層アプリケーション・リソースを追加します。
addrgmbr -g harg IBM.Application:ServicesApp

8. addrgmbr コマンドを実行して、作成されたリソース・グループ harg に、エン
ジン層アプリケーション・リソースを追加します。
addrgmbr -g harg IBM.Application:EngineApp

9. mkrel コマンドを実行して、InfoSphere Information Server サービス層アプリケ
ーション・リソース (ServicesApp) と仮想 IP リソース (haip) との間のリレー
ションシップを定義します。
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:ServicesApp -G IBM.ServiceIP:haip
ServicesApp_startafter_haip
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10. mkrel コマンドを実行して、InfoSphere Information Server エンジン層アプリケ
ーション・リソース (EngineApp) と仮想 IP リソース (haip) との間のリレーシ
ョンシップを定義します。
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:EngineApp -G IBM.ServiceIP:haip
EngineApp_startafter_haip

11. lsrel コマンドを実行して、リレーションシップを検査します。
lsrel -l

このコマンドは、管理対象関係をすべて表示します。
Displaying Managed Relations :
Managed Relationship 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg
Managed Relationship 2:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]
Managed Relationship 3:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]

= ServicesApp_startafter_haip
= IBM.Application:ServicesApp
= harg
= EngineApp_startafter_haip
= IBM.Application:EngineApp
= harg

12. rgreq コマンドを再度実行して、リソース・グループをアンロックします。
rgreq -o unlock harg

構成のテスト (Tivoli System Automation for Multiplatforms の例):
構成をテストするには、アクティブ・サーバーの障害およびネットワーク障害をシ
ミュレートして、その結果を監視します。
このタスクについて
テストの間に、適宜 lssam コマンドを実行して、クラスター内のサーバーの状況を
表示します。クラスター内のアクティブ・サーバーが作動可能で、パッシブ・サー
バーがスタンバイ状態の場合、lssam コマンドは、次の例のような出力を表示しま
す。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

最初の行は、リソース・グループを示します。上の例では、リソース・グループの
名前は harg です。
以下の行は、メンバー・リソース (EngineApp (IBM InfoSphere Information Server
エンジン層制御アプリケーション)、ServicesApp (InfoSphere Information Server サー
ビス層およびメタデータ・リポジトリー層の制御アプリケーション)、および haip
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(仮想 IP リソース)) の状況を示します。リソース・サーバーおよび構成要素サーバ
ーは、次うちのいずれかの状態にすることができます。
v Online: リソースが開始されて、正常に機能しています。
v Offline: リソースが正常に停止しました。
v Failed Offline: リソースが誤動作しました。
手順
1. lssam コマンドを実行して、クラスター内のアクティブ・サーバーが作動可能
であり、正常に機能しているかどうか検査します。
2. アクティブ・サーバーでの電源故障をシミュレートします。例えば、電源を切
るか、あるいは電源ケーブルのプラグを抜きます。 すべてのリソースが他のサ
ーバーにフェイルオーバーし、そちらへのオンラインを保持していることを検
証します。
3. lssam コマンドを実行して、フェイルオーバーが正常であったことを検査しま
す。 コマンドの出力は、次のテキストとほぼ同じです。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Failed offline IBM.Application:EngineApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Failed offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

これらの行は、アプリケーション・リソースがパッシブ・サーバー
(mysecondary) に、正常にフェイルオーバーしたことを示します。また、仮想
IP リソースも正常にフェイルオーバーしました。以前のアクティブ・サーバー
(myprimary) が、現在はフェイル・オフラインの状態であることを検証します。
4. InfoSphere Information Server クライアントを使用して、システムにアクセス
し、それが正常に機能しているかどうか検査します。
5. 以前のアクティブ・サーバー (myprimary) に電源を復元します。
6. lssam コマンドを実行します。 コマンドの出力は、次のテキストとほぼ同じで
す。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Offline IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

以前のアクティブ・サーバー (myprimary) が、現在はオフラインの状態である
ことを検証します。上記のテキストに示されたような状態が表示されるまで
に、コマンドを幾度か実行することが必要なことがあります。
7. 以前のパッシブ・サーバー (mysecondary) での電源故障をシミュレートしま
す。 すべてのリソースが myprimary サーバーにフェイルオーバーし、そちら
へのオンラインを保持していることを検証します。
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8. lssam コマンドを実行して、フェイルオーバーが正常であったことを検査しま
す。 コマンドの出力は、次のテキストとほぼ同じです。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary Node=Offline

これらの行は、アプリケーション・リソースが myprimary サーバーに、正常に
フェイルオーバーしたことを示します。また、仮想 IP リソースも正常にフェ
イルオーバーしました。mysecondary サーバーが、現在はフェイル・オフライ
ンの状態であることを検証します。上記のテキストに示されたような状態が表
示されるまでに、コマンドを幾度か実行することが必要なことがあります。
9. InfoSphere Information Server クライアントを使用して、システムにアクセス
し、それが正常に機能しているかどうか検査します。
10. mysecondary サーバーに電源を復元します。
11. lssam コマンドを実行します。 コマンドの出力は、次のテキストとほぼ同じで
す。
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

mysecondary サーバーが、現在はオフラインの状態であることを検証します。
上記のテキストに示されたような状態が表示されるまでに、コマンドを幾度か
実行することが必要なことがあります。
12. ステップ 1 から 11 を繰り返します。このテスト・サイクルの間、電源を使用
不可にする代わりに、各サーバーを順番に再始動します。 例えば、サーバーを
再始動すると、root 権限でサーバーにログインして、reboot コマンドを実行で
きます。
13. ステップ 1 から 11 を繰り返します。このテスト・サイクルの間、順番に各サ
ーバーからパブリック・ネットワーク・ケーブルを切断して、ネットワーク障
害をシミュレートします。

アクティブ/パッシブ構成の作成 (Microsoft Windows)
使用する Microsoft Windows オペレーティング・システムのバージョンにかかわら
ず、2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブ構成を設定する同じ基本ステップを
完了する必要があります。
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手順
1. サーバーとストレージをセットアップして、ネットワークのケーブルを取り付
けます。
サーバーは、高速ネットワークを介して相互に通信できる必要があります。
Single Point of Failure を最小化するには、各サーバーには、少なくとも 2 つ
の物理的に分離した高速ネットワークへの冗長接続がなければなりません。
問題が発生した場合にフェイルオーバーをサポートするために、高可用性ソフ
トウェアは、サーバー間にハートビート・シグナルを作成します。このシグナ
ルのために、少なくとも 2 つ以上の分離したネットワークをセットアップしま
す。ハートビートを送るネットワークは、物理的に分離しており、高速ネット
ワークとは切り分けられている必要があります。
各サーバーは、共有ストレージ・デバイスに接続する必要があります。ストレ
ージ・デバイスは、ファイバー・チャネル・スイッチまたは SCSI インターフ
ェースを使用して各サーバーに接続できます。ストレージ・デバイスは、両方
のサーバー上でローカル・ディスクとしてリストされます。常時、1 つのノー
ドのみが、ストレージ・デバイスに対する排他的アクセス権を持ちます。
個別のサーバーを Windows ドメイン・コントローラーとして構成します。
2. オペレーティング・システムを両方のサーバーにインストールします。オペレ
ーティング・システムは、高可用性機能を含みます。
3. クラスターをセットアップします。すべてのクラスター・リソースが正常に実
行され、すべてのリソースのフェイルオーバーがサーバーからサーバーに正し
く行われることを検証します。
4. 仮想 IP アドレスをセットアップします。
5. 共有ストレージ・デバイス上にユーザーおよびユーザー・グループを作成しま
す。
6. 両方のサーバーで、次の表にリストされているディレクトリーが確実に共有さ
れるようにします。ディレクトリーは、構成によって異なります。
表 46. アクティブ/パッシブ構成用のディレクトリー
層の構成

ディレクトリー

デフォルト・ディレクトリー

すべて

プロジェクト・ディレクトリ
ー

C:¥IBM¥InformationServer¥
Server¥Projects

両サーバー上のエンジン層

IBM InfoSphere Information
Server インストール・ディレ
クトリー

C:¥IBM¥InformationServer

両サーバー上のサービス層

IBM WebSphere Application
Server インストール・ディレ
クトリー

C:¥IBM¥WebSphere

両サーバー上のメタデータ・
リポジトリー層、IBM DB2
データベース・システム

v DB2 データベース・システ C:¥IBM¥db2
ムのインストール・ディレ
クトリー
v DB2 管理者のホーム・ディ
レクトリー
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7. エンジン層のみがアクティブ/パッシブ構成に組み込まれる場合 (すなわち、メ
タデータ・リポジトリー層またはサービス層がアクティブ/パッシブ構成の外側
に配置される)、エンジン層のインストールと構成を続行する前に、最初に、メ
タデータ・リポジトリー層とサービス層をインストールして構成します。エン
ジン層インストールは、インストール・プログラムの単一パスに、メタデー
タ・リポジトリー層およびサービス層と同時に、すべてを一緒にインストール
するのでなければ、それらが最初にインストールされていることを要求しま
す。
8. 1 次サーバーで InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実
行します。
インストール・プログラムがプロンプトを出した場合、仮想ホスト名を指定し
ます。インストール・ディレクトリーについてのプロンプトが出た場合はいつ
でも、共有ストレージ・デバイス内のパスを指定します。
9. バックアップ・サーバーへのフェイルオーバーを引き起こします。
10. 共有ストレージ・デバイス上の InfoSphere Information Server インストール・
ディレクトリーを削除し、バックアップ・サーバーでインストールを繰り返し
ます。
11. サーバーを開始し、停止するスクリプトを作成します。共有ストレージ・デバ
イスにスクリプトを保管します。
InfoSphere Information Server に、高可用性制御スクリプトのサンプルがいくつ
か含まれています。これらのスクリプトを使用したり、構成に合うように変更
したりできます。 159 ページの『IBM InfoSphere Information Server に同梱さ
れている高可用性制御スクリプト』を参照してください。
12. 適切な高可用性ソフトウェア管理ツールを使用して、以下のステップを完了し
ます。
a. エンジン層が高可用性構成に組み込まれる場合、InfoSvrEngine スクリプト
またはそれに相当するスクリプトの汎用アプリケーション・リソースを作成
します。
b. サービス層またはメタデータ・リポジトリー層が高可用性構成に組み込まれ
る場合、InfoSvrServices スクリプトまたはそれに相当するスクリプトの汎
用アプリケーション・リソースを作成します。
13. 異なる複数の失敗をシミュレートすることによって、セットアップをテストし
ます。

例: Microsoft フェイルオーバー・クラスター・サービスを使用した
アクティブ/パッシブ構成のセットアップ
この例では、Microsoft Windows Server 2008 で Microsoft フェイルオーバー・クラ
スター・サービスを使用して、2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの高可用
性構成をセットアップする方法を説明します。
この構成例は、2 つの Microsoft Windows Server 2008 サーバーで構築されます。
これらのサーバーは、単一のパブリック・ネットワークを介して相互に接続されま
す。各サーバーは、ストレージ域ネットワーク (SAN) にも接続されます。すべての
IBM InfoSphere Information Server コンポーネントは、SAN にインストールされま
す。いずれの所定の時間においても、サーバーのうちのいずれかのみアクティブで
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す。すなわち、それが、SAN 上にある InfoSphere Information Server コンポーネン
トをホストします。もう一方のサーバーはパッシブで、SAN にはアクセスしませ
ん。
次のダイアグラムは、この構成例を示します。

図 41. 2 つのサーバーによるアクティブ/パッシブの高可用性構成の例

この例では、次のソフトウェアが各サーバーに使用されます。
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v Microsoft Windows Server 2008 64 ビット
v IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.5
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 7.0
(InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用してインストール
されます)
v IBM DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9.7 (InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを使用してインストールされます)
ストレージについては、両方のサーバーにアクセス可能な共有ストレージ域ネット
ワーク (SAN) があります。SAN は、ファイバー・チャネル・スイッチを通してサ
ーバーに接続されます。
この例で構成を作成するには、次のステップに従います。
1. ハードウェアをセットアップします。その後、ネットワークを構成し、ストレー
ジ域ネットワーク (SAN) への接続を構成します。『サーバー、ネットワーク、
およびストレージのセットアップ (Microsoft の例)』を参照してください。
2. Failover Cluster Manager を使用して、クラスターをセットアップします。 156 ペ
ージの『クラスターのセットアップ (Microsoft の例)』を参照してください。
3. 仮想 IP アドレスおよび仮想ホスト名のリソースを作成します。そのあと、仮想
ホスト名を、各サーバーの etc¥hosts ファイルの中の仮想 IP アドレスにマッ
プします。最後に、仮想ホスト名を指定する環境変数を追加します。 157 ページ
の『仮想 IP アドレスのセットアップ (Microsoft の例)』を参照してください。
4. SAN にユーザーおよびユーザー・グループを作成します。その後、1 次サーバ
ーで InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行します。最
後に、バックアップ・サーバーへのフェイルオーバーを引き起こし、バックアッ
プ・サーバー上でインストール・プログラムを実行します。 157 ページの『クラ
スターへの IBM InfoSphere Information Server のインストール (Microsoft の
例)』を参照してください。
5. サーバーを開始し、停止するスクリプトをセットアップします。その後、アプリ
ケーション・リソースを作成します。 158 ページの『高可用性制御スクリプトの
セットアップ (Microsoft の例)』を参照してください。
6. Failover Cluster Manager を使用して、構成をテストし、アクティブ・サーバーの
障害およびネットワーク障害をシミュレートして、その結果を監視します。 158
ページの『構成のテスト (Microsoft の例)』を参照してください。
サーバー、ネットワーク、およびストレージのセットアップ (Microsoft の例):
ハードウェアをセットアップします。その後、ネットワークを構成し、ストレージ
域ネットワーク (SAN) への接続を構成します。
このタスクについて
この手順の各ステップの詳細については、Microsoft のフェイルオーバー・クラスタ
ーの資料を参照してください。
手順
1. サーバー、ネットワーク、およびストレージ・ハードウェアをセットアップし
ます。
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2. Windows Server 2008 オペレーティング・システムを両方のサーバーにインス
トールします。
3. 各サーバーの Windows の中で、ローカル・エリア・ネットワークのアイコン
が各ネットワークの用途を表すように、アイコンの名前を変更します。 例え
ば、パブリック・ネットワークのアイコンに「パブリック」という名前を付け
ます。また、プライベート・ネットワークのアイコンに「プライベート」とい
う名前を付けます。
4. 各サーバー上のネットワークの結合順序を構成します。「パブリック」、「プ
ライベート」、「リモート・アクセス接続」の順序にセットアップします。
5. 各サーバーにプライベート・ネットワーク・アダプターを構成します。 プロト
コルを TCP/IP に設定し、固定 IP アドレスを指定します。ネットワーク速度
を指定し、二重モードに設定します。
6. 各サーバーにパブリック・ネットワーク・アダプターを構成します。固定 IP
アドレスを指定します。各サーバーからすべての IP アドレスに ping して、接
続を確認します。
7. ドメイン・コントローラーの中の同じドメインにサーバーを追加します。各サ
ーバーがドメイン・コントローラーにアクセスできることを確認します。
8. クラスター・サービス専用のドメイン・ユーザー・アカウントをセットアップ
します。
9. クォーラム・ディスクをセットアップします。 クォーラム・ディスクは、クラ
スター操作に必要なチェックポイント・データおよびその他の情報を保管する
別個のディスクです。
10. 両方のサーバーから SAN にアクセスできることと、SAN が正しく機能してい
ることを確認します。
クラスターのセットアップ (Microsoft の例):
クラスター構成ウィザードを使用して、クラスターをセットアップします。
このタスクについて
この手順の各ステップの詳細については、Microsoft のフェイルオーバー・クラスタ
ーの資料を参照してください。
手順
1. バックアップ・サーバーをオフにします。ストレージ域ネットワーク (SAN) を
オンにします。
2. 1 次サーバーにログインします。ローカル管理者特権を持つドメイン・アカウ
ントを使用します。
3. Failover Cluster Manager を使用して、次の構成タスクを実行して 1 次サーバー
を構成します。
a. 固有の NetBIOS クラスター名を指定します。
b. サーバーを、クラスターの中の最初のノードにします。
c. ノードを分析して、クラスター構成を妨げるおそれのあるハードウェアまた
はソフトウェアの問題がないことを確認します。
d. クラスターの IP アドレスをパブリック・ネットワークに関連付けます。
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e. クラスター・サービス専用に作成したドメイン・アカウントの名前を指定し
ます。
f. クラスターを作成します。
4. Failover Cluster Manager を使用して、すべてのクラスター・リソースが正常に
作動していることを確認します。
5. 1 次サーバーと SAN をオンのままにします。バックアップ・サーバーをオン
にします。
6. Failover Cluster Manager を使用して、バックアップ・サーバーをクラスターに
追加します。
7. Failover Cluster Manager を使用して、ハートビートを構成し、プライベート・
ネットワークのネットワーク・アダプターを優先順位付けします。
8. Failover Cluster Manager を使用して、クォーラム・ディスクを構成します。
9. すべてのノードへの電力を同時に復旧してクラスター・サービスの起動が失敗
することのないように、ブート遅延をセットアップします。
10. すべてのリソースのフェイルオーバーがサーバーからサーバーに正しく行われ
るかどうかテストします。
仮想 IP アドレスのセットアップ (Microsoft の例):
仮想 IP アドレスおよび仮想ホスト名のリソースを作成します。そのあと、仮想ホ
スト名を、各サーバーの etc¥hosts ファイルの中の仮想 IP アドレスにマップしま
す。最後に、仮想ホスト名を指定する環境変数を追加します。
このタスクについて
この手順の各ステップの詳細については、Microsoft のフェイルオーバー・クラスタ
ーの資料を参照してください。
手順
1. Failover Cluster Manager ツールを使用して、仮想 IP アドレスのリソースを作成
します。IP アドレスのリソース・タイプを使用します。
2. 各サーバーで、C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts ファイルを開きます。
各ファイルの中で、仮想ホスト名を仮想 IP アドレスにマップします。
クラスターへの IBM InfoSphere Information Server のインストール (Microsoft
の例):
ストレージ域ネットワーク (SAN) 上にユーザーおよびユーザー・グループを作成し
ます。その後、1 次サーバーで InfoSphere Information Server インストール・プロ
グラムを実行します。最後に、バックアップ・サーバーへのフェイルオーバーを引
き起こし、バックアップ・サーバー上でインストール・プログラムを実行します。
手順
1. SAN 上に、すべてのユーザーおよびユーザー・グループを作成します。 管理者
ユーザーおよびグループの作成について詳しくは、管理者および所有者のアカウ
ントのセットアップを参照してください。
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2. グラフィカル・モードの 1 次サーバーで InfoSphere Information Server インス
トール・プログラムを実行します。 ウィザードを使用した IBM InfoSphere
Information Server のインストールを参照してください。
ディレクトリーについてのプロンプトが出された場合はいつでも、SAN 上にあ
るディレクトリーを指定します。
「高可用性サーバー・クラスター構成」ページで、「これはアクティブ/パッシ
ブ・サーバー・クラスター構成です」をクリックします。「仮想ホスト名」フィ
ールドに、仮想ホスト名を入力します。
重要: アクティブ/パッシブ構成にエンジン層のみが含まれる場合、バックアッ
プ・サーバーにエンジン層をインストールするときに高可用性オプションを選択
しないでください。
3. インストール・プログラムがインストール・プロセスを完了した後、バックアッ
プ・サーバーにフェイルオーバーさせます。 詳しくは、Microsoft のフェイルオ
ーバー・クラスターの資料を参照してください。
4. SAN 上の InfoSphere Information Server インストール・フォルダーを削除しま
す。
5. バックアップ・サーバーで、InfoSphere Information Server インストール・プロ
グラムをグラフィカル・モードで実行します。 必ず、1 次サーバーでインスト
ール・プログラムを実行したときと同じユーザー名、パスワード、およびパス名
を指定します。
高可用性制御スクリプトのセットアップ (Microsoft の例):
サーバーを開始し、停止するスクリプトをセットアップします。その後、アプリケ
ーション・リソースを作成します。
このタスクについて
InfoSphere Information Server に、高可用性制御スクリプトのサンプルがいくつか同
梱されています。これらのスクリプトは、この例の中で使用されます。 159 ページ
の『IBM InfoSphere Information Server に同梱されている高可用性制御スクリプト』
を参照してください。
手順
1. スクリプト・ファイルをストレージ域ネットワーク (SAN) 上のディレクトリー
にコピーします。
2. Failover Cluster Manager を使用して、各スクリプトの汎用アプリケーション・リ
ソースを作成します。 アプリケーション・リソースは、SAN および仮想 IP ア
ドレスが使用可能な場合にのみ開始することを確認してください。
Failover Cluster Manager の詳細については、Microsoft のフェイルオーバー・ク
ラスターの資料を参照してください。
構成のテスト (Microsoft の例):
Failover Cluster Manager を使用して、構成をテストし、アクティブ・サーバーの障
害およびネットワーク障害をシミュレートして、その結果を監視します。
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このタスクについて
この手順の各ステップの詳細については、Microsoft のフェイルオーバー・クラスタ
ーの資料を参照してください。
手順
1. Failover Cluster Manager を使用して、すべてのクラスター・リソースが正常に
作動していることを確認します。
2. アクティブ・サーバーでの電源故障をシミュレートします。例えば、電源を切
るか、あるいは電源ケーブルのプラグを抜きます。
3. すべてのリソースが他のサーバーにフェイルオーバーし、そちらへのオンライ
ンを保持していることを検証します。
4. IBM InfoSphere Information Server クライアントを使用して、システムにアクセ
スし、それが正常に機能しているかどうか検査します。
5. 以前のアクティブ・サーバーに電源を復元します。
6. 以前のアクティブ・サーバーが、現在はオフラインの状態であることを検証し
ます。
7. 以前のパッシブ・サーバーでの電源故障をシミュレートします。
8. すべてのリソースがアクティブ・サーバーにフェイルオーバーし、そちらへの
オンラインを保持していることを検証します。パッシブ・サーバーが、現在は
フェイル・オフラインの状態であることを検証します。
9. InfoSphere Information Server クライアントを使用して、システムにアクセス
し、それが正常に機能しているかどうか検査します。
10. パッシブ・サーバーに電源を復元します。
11. バックアップ・サーバーが、現在はオフラインの状態であることを検証しま
す。
12. 前のステップを繰り返します。このテスト・サイクルの間、電源を使用不可に
する代わりに、各サーバーを順番に再始動します。 例えば、サーバーを再始動
すると、サーバーにログインして、reboot コマンドを実行できます。
13. 前のステップを繰り返します。このテスト・サイクルの間、順番に各サーバー
からパブリック・ネットワーク・ケーブルを切断して、ネットワーク障害をシ
ミュレートします。

IBM InfoSphere Information Server に同梱されている高可用性
制御スクリプト
InfoSphere Information Server に、高可用性制御スクリプトのサンプルがいくつか含
まれています。高可用性ソフトウェアが層およびコンポーネントを開始または停止
できるようにするには、これらのファイルを、高可用性ソフトウェアの内部でアプ
リケーション・リソースとしてセットアップします。
これらのスクリプトは、InfoSphere Information Server インストール・プログラムに
よって、次のディレクトリーにインストールされます。
1. installdir/InformationServer/HAScripts
2. installdir¥InformationServer¥HAScripts
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高可用性構成の中で、これらのスクリプトをそのまま使用したり、その環境の中で
機能するようにスクリプトを変更したりできます。次の表では、利用可能なスクリ
プトをリストし、説明しています。
表 47. InfoSphere Information Serverで提供されるサンプル・スクリプト
スクリプト

説明

InfoSvrEngine

InfoSphere Information Server エンジン層を開
始または停止します。そのオペレーションの
一部として、ISFAgents を呼び出します。

InfoSvrServices

InfoSphere Information Server サービス層を開
始または停止します。そのオペレーションの
一部として、ISFRepos および ISFServer ス
クリプトを呼び出します。

ISFAgents

NodeAgents.sh スクリプトを呼び出して、
InfoSphere Information Server ASB ノード・
エージェントを開始または停止します。

ISFServer

MetadataServer.sh スクリプトを呼び出し
て、IBM WebSphere Application Server を開
始または停止します。

ISFRepos

IBM DB2 データベース・システムがメタデ
ータ・リポジトリー層をホストするアクティ
ブ/パッシブ構成内の InfoSvrServices スク
リプトによって呼び出されます。ローカル
DB2 データベース・システム・インスタンス
を開始または停止します。DB2 データベー
ス・システムは、他の InfoSphere Information
Server コンポーネントと同じサーバー上で実
行する必要があります。DB2 データベース・
システムが、共有ストレージ (両方のサーバ
ーに同一的にマウントされている) にインス
トールされることを想定しています。

使用するスクリプトのセットは、アクティブ/パッシブ高可用性構成の中に組み込む
層によって異なります。次の表は、構成の中に組み込む層に基づいて使用するスク
リプトをリストしています。
表 48. 層とリソース・エージェントのスクリプト
層

サンプルのリソース・エージェント・スクリ
プト

エンジン

v InfoSvrEngine
v ISFAgents

サービス

v InfoSvrServices
v ISFServer

メタデータ・リポジトリー

v InfoSvrServices
v ISFRepos
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メタデータ・リポジトリー・データベースのインストール
IBM InfoSphere Information Server をインストールするときに、メタデータ・リポジ
トリー・データベースをインストールできます。または、スクリプトを使用して、
既存のデータベース・インスタンスにメタデータ・リポジトリー・データベースを
手動で作成することもできます。
メタデータ・リポジトリー・データベースは、InfoSphere Information Server スイー
トの製品モジュールのデザイン時メタデータ、実行時メタデータ、グロッサリー・
メタデータ、および他のメタデータを保管する共有コンポーネントです。

DB2 データベース・ソフトウェアのインストール
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に、必要
であれば、DB2 データベース・システムを事前インストールします。

このタスクについて
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に DB2 を事
前インストールするには、InfoSphere Information Server インストール・メディアに
含まれている DB2 データベース・システムのインストール・プログラムを実行し
ます。InfoSphere Information Server インストール・パッケージに含まれている DB2
インストール・パッケージについては、製品サポート・サイト
(www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) のシステム要件を参照してくだ
さい。
以下の状況では、DB2 データベース・システムを事前インストールします。
v バージョン 9.7 以外のサポートされるバージョンの DB2 データベース・システ
ムを InfoSphere Information Server と一緒に使用する場合
v 高可用性のために DB2 データベース・クラスターまたは高可用性災害復旧
(HADR) アーキテクチャーを構築する場合

手順
1. DB2 データベース・システムのインストール・パッケージを IBM から入手しま
す。インストール・メディアでは、DB2 データベース・システムのインストー
ル・パッケージは、以下のディレクトリーにあります。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

installable_image_directory/payloads/
Shared/DB2/payload

Windows

installable_image_directory¥payloads¥
Shared¥DB2¥payload

2. DB2 データベース・システムの文書に説明されているように、 DB2 データベー
ス・システムをインストールします。
データベースのバージョン

リンク

IBM DB2 Database、バージョン 9.5

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/
index.jsp
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データベースのバージョン

リンク

IBM DB2 Database、バージョン 9.7

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/
index.jsp

3. オプション: DB2 診断を使用する場合、次のコマンドを実行して、DB2 データ
ベースのモニター・ヒープ・サイズを 192 以上に設定します。
注: DB2 データベース・モニター・ヒープは、さまざまなデータベース・イベン
トのモニターおよびスナップショットに使用されます。これらのモニタリング・
ツールは、デフォルトのサイズ設定では動作しません。
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

変更が反映されるように、DB2 を再始動します。

DB2 データベース・ソフトウェアの既存インストールのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server 用に既存の DB2 データベース・システムを準備
するには、InfoSphere Information Server インストール・プログラムまたはスクリプ
トを使用してメタデータ・リポジトリー・データベースを作成します。

始める前に
DB2 データベース・システムを構成するには、データベース・システムは次の要件
を満たす必要があります。
v サポートされるバージョンでなければなりません。www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
v サービス層とエンジン層がインストールされたコンピューターからアクセス可能
なコンピューター上になければなりません。
v DB2 インスタンスがインストールされているコンピューターで、インストール・
プログラムをローカルに実行しなければなりません。
v データベースにユーザー・オブジェクトが含まれていないことを確認します。
v 既存のインストール済み環境は、パーティション・データベース環境としてセッ
トアップできません。このタイプの環境と高速コミュニケーション・マネージャ
ー (FCM) は、InfoSphere Information Server と共に使用する場合のサポートはさ
れていません。
v DB2 障害モニター・コンポーネントが使用可能でなければなりません。必ず、障
害モニター (db2fmcd) のパスを /etc/inittab ファイルに入れてください。
db2fmcd コマンドは、実際の実行可能ファイルの場所を指す必要があります。例:
fmc:234:respawn:/ul/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd #DB2 Monitor Coordinator

続行する前に、 118 ページの『層コンピューターのセットアップ』にリストされた
すべてのタスクを完了します。
インストール・プログラムを使用した DB2 データベース・ソフトウェアの既存イ
ンストールの構成:
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して、既存の
IBM DB2 データベース・システムのインストール済み環境を、InfoSphere
Information Server 用に構成できます。
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始める前に
118 ページの『層コンピューターのセットアップ』にリストされたすべてのタスク
を完了してください。
このタスクについて
重要: InfoSphere Information Server インストール・プログラムは、DB2 データベ
ース・システムを構成するときに、次のコマンドを実行します。これらの変更は、
DB2 インスタンスのすべてのデータベースに影響します。
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

手順
1. services ファイルをオープンし、次の行がそのファイルにあることを確認しま
す。この行は、DB2 インストール・インスタンスが定義されていることを確実
にします。この行がファイルになければ、この行を追加して、ファイルを保存し
ます。
db2c_instanceName port/tcp

ここで、instanceName は、DB2 インスタンス名です。port は、DB2 インスタン
スのポート番号です。services ファイルは、次のディレクトリーにあります。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

/etc

Windows

%SystemRoot
%¥system32¥drivers¥etc¥services

2. インストール・プログラムを実行します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

-verbose オプションは任意指定です。このオプションを指定すると、インスト
ール・プログラムはログ・メッセージをコンソールに表示し、ログ・ファイルに
も書き込みます。-verbose オプションが指定されていなければ、ログ・メッセ
ージはログ・ファイルにのみ書き込まれます。
いくつかのメッセージが表示されます。そのあと、プログラムはグラフィカル・
インターフェースへのアクセス方法を説明します。
======> Enter one of the following URLs to your web browser to begin the
installation process:
http://localhost:8080/ISInstall
https://localhost:8443/ISInstall

3. コンピューター上またはリモート・コンピューター上で Web ブラウザーを開
き、前のステップで表示されたメッセージの中にリストされたアドレスの 1 つ
にアクセスします。インストール・プログラムは、ローカル・コンピューター上
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に自動的にデフォルトの Web ブラウザーを立ち上げ、HTTP アドレスまでナビ
ゲートします。 Web ブラウザーのウィンドウに、「インストールのログイン」
ウィンドウが表示されます。
4. 英語以外の言語でメッセージを表示するには、「言語の選択」メニューで言語を
選択して、「ログイン」をクリックします。この言語の選択は、このインストー
ル・セッションのにみ適用されます。このあとのインストール処理で、
InfoSphere Information Server インストールに適用する言語を選択します。
5. ウィザードに表示されるプロンプトに従います。ユーザーがご使用条件を受け入
れると、プログラムは、短い前提条件の検査を実行します。ウィザードのページ
は、各検査を表示します。検査が失敗すると、ページの中で「失敗」のマークが
付けられます。検査によってインストールで問題を引き起こす可能性のある項目
が見つかると、ページの中で「警告」のマークが付けられます。
6. DB2 データベース・システムに必要な情報を指定します。
v 「層の選択」ページで、「メタデータ・リポジトリー」をクリックします。
v 「データベース管理システムの選択」ページで、「このコンピューター上の既
存の DB2 インスタンスを使用」をクリックします。メニューの中で、データ
ベース・インスタンスへのパスを選択します。「インスタンス・ポート番号」
メニューで、DB2 インスタンスのポート番号を選択します。
v 「IBM DB2 インスタンス・ユーザー」ページで、作成した DB2 インスタン
ス・オーナー・アカウントの名前を指定します。 130 ページの『管理者およ
び所有者のアカウントのセットアップ』を参照してください。
v 「DB2 fenced ユーザー情報」ページで、作成した DB2 fenced ユーザー・ア
カウントの名前を指定します。
v 「DB2 アドミニストレーター・ユーザー情報」ページで、作成した DB2 ア
ドミニストレーター・サーバー・ユーザー・アカウントの名前を指定します。
v 「メタデータ・リポジトリーの構成」ページで、メタデータ・リポジトリー・
データベース情報とデータベース・オーナー・アカウント情報を指定します。
v 「ステージング・エリア構成 (Staging Area Configuration)」ページで、ステー
ジング・エリア表スペース・ユーザーに使用するユーザー名とパスワードを入
力します。
v InfoSphere Information Analyzer をインストールしている場合、「IBM
InfoSphere Information Analyzer リポジトリー構成」ページで、分析データベ
ースとオーナー情報を指定します。
7. DB2 診断を使用する場合、次のコマンドを実行して、DB2 データベースのモニ
ター・ヒープ・サイズを 192 以上に設定します。
注: DB2 データベース・モニター・ヒープは、さまざまなデータベース・イベン
トのモニターおよびスナップショットに使用されます。これらのモニタリング・
ツールは、デフォルトのサイズ設定では動作しません。publib.boulder.ibm.com/
infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.config.doc/doc/r0000306.html を
参照してください。
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

8. 変更が反映されるように、DB2 を再始動します。
スクリプトを使用した DB2 データベース・ソフトウェアの既存インストールの構
成 (Windows):
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DB2 データベースの既存のインストールを使用して、Microsoft Windows 上で
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーを作成できます。
このタスクについて
DB2 9.5 または DB2 9.7 インストール済み環境では、次の場合にスクリプトを使用
します。
v データベース用に DB2 クラスターを構成しようとしている場合。 171 ページの
『高可用性のためのメタデータ・リポジトリー層のクラスタリング』を参照して
ください。
v インストール・プログラムをターゲット・コンピューターでローカルに実行する
ことができない場合。
v InfoSphere Information Server データベースを、インストール・プログラムを使用
して構成したくない場合。
重要: XMETA という名前の表スペースの名前は変更しないでください。この名前
は InfoSphere Information Server が内部で使用します。
重要: DB2 データベース・システムを構成するときに、スクリプトは次のコマンド
を実行します。これらの変更は、DB2 インスタンスのすべてのデータベースに影響
します。
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

手順
1. InfoSphere Information Server インストール・メディアの install_dir\
DatabaseSupport ディレクトリーまでナビゲートします。ここで、install_dir
は、InfoSphere Information Server メディアを解凍したディレクトリーです。
データベースのバージョン

ディレクトリー

DB2 9.5

install_dir¥DatabaseSupport¥Windows¥
MetadataRepository¥DB2_LUW_9_5

DB2 9.7

install_dir¥DatabaseSupport¥Windows¥
MetadataRepository¥DB2_LUW_9_7

2. テキスト・エディターでスクリプト・ファイルを開いて、以下の変更を行いま
す。64 ビット・プラットフォームでは、以下の両方のスクリプトを編集する必
要があります。
DB2 インスタンス・バージョン

スクリプト・ファイル

32 ビット

create_xmeta_db.sql

64 ビット

create_xmeta_db.sql
configure_xmeta_db_64bit.sql

a. @DATABASE_NAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したいデータベー
スの名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_NAME@ を以下のデータベース
名に置き換えます。
xmeta
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b. @INSTALL_ROOT@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、DB2 データベースがイ
ンストールされているルート・ディレクトリーへのパスで置き換えます。デ
フォルトのルート・ディレクトリーは、C:¥ です。 例えば、@INSTALL_ROOT@
を、DB2 データベースのルート・ディレクトリーへのパスで置き換えます。
C:¥

スクリプトを実行すると、DB2 は、データベースがインストールされている
ルート・ディレクトリーの下にディレクトリーを作成します。このディレク
トリーには、データベースのデータ・ファイルが入っています。デフォルト
のディレクトリーは C:¥db2¥NODE0000 です。
c. @DATABASE_ALIAS@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したいデータベ
ースの名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_ALIAS@ を以下のデータベ
ース名に置き換えます。
xmeta

d. @DATABASE_USERNAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、データベースにア
クセスさせたいオペレーティング・システム・ユーザーの名前で置き換えま
す。 例えば、@DATABASE_USERNAME@ を、オペレーティング・システムのユー
ザー名で置き換えます。
xmeta

3. 以下のとおり、オペレーティング・システム・スクリプトを実行して、SQL ス
クリプトを呼び出します。
a. DB2 コマンド・ウィンドウを開きます。
b. DB2 コマンド・ウィンドウから、次のコマンドを実行します。
create_xmeta_db.cmd [logfile]

logfile は、コマンドの実行結果を保存するファイルの名前です。この引数
はオプションです。
4. テキスト・エディターで db2_grant_Permissions.sql ファイルを開いて、以下
の変更を行います。
a. @DATABASE_NAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したデータベース
の名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_NAME@ を以下のデータベース名
に置き換えます。
xmeta

b. @DATABASE_USERNAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、ステージング・エ
リア・スキーマへのアクセス権限を付与したいユーザーの名前で置き換えま
す。このユーザーは、ステップ 2d で指定したオペレーティング・システム
のユーザーとは異なっていなければなりません。 例えば、
@DATABASE_USERNAME@ を、ステージング・エリア・スキーマのユーザー名で
置き換えます。
xmetasr

5. 以下のとおり、オペレーティング・システム・スクリプトを実行して、SQL ス
クリプトを呼び出します。
a. DB2 コマンド・ウィンドウを開きます。
b. DB2 コマンド・ウィンドウから、次のコマンドを実行します。
configure_staging_area.cmd [logfile]
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logfile は、コマンドの実行結果を保存するファイルの名前です。この引数
はオプションです。
6. DB2 を再始動します。
スクリプトを使用した DB2 データベース・ソフトウェアの既存インストールの構
成 (Linux、UNIX):
DB2 データベースの既存のインストールを使用して、Linux および UNIX 上で
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーを作成できます。
このタスクについて
DB2 9.5 または DB2 9.7 インストール済み環境では、次の場合にスクリプトを使用
します。
v データベース用に DB2 クラスターを構成しようとしている場合。 171 ページの
『高可用性のためのメタデータ・リポジトリー層のクラスタリング』を参照して
ください。
v インストール・プログラムをターゲット・コンピューターでローカルに実行する
ことができない場合。
v InfoSphere Information Server データベースを、インストール・プログラムを使用
して構成したくない場合。
重要: XMETA という名前の表スペースの名前は変更しないでください。この名前
は InfoSphere Information Server が内部で使用します。
重要: DB2 データベース・システムを構成するときに、スクリプトは次のコマンド
を実行します。これらの変更は、DB2 インスタンスのすべてのデータベースに影響
します。
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

手順
1. InfoSphere Information Server インストール・メディアの install_dir\
DatabaseSupport ディレクトリーまでナビゲートします。ここで、install_dir
は、InfoSphere Information Server メディアを解凍したディレクトリーです。
データベースのバージョン

ディレクトリー

DB2 9.5

install_dir¥DatabaseSupport¥UNIX_Linux¥
MetadataRepository¥DB2_LUW_9_5

DB2 9.7

install_dir¥DatabaseSupport¥UNIX_Linux¥
MetadataRepository¥DB2_LUW_9_7

2. テキスト・エディターでスクリプト・ファイルを開いて、以下の変更を行いま
す。64 ビット・プラットフォームでは、以下の両方のスクリプトを編集する必
要があります。
DB2 インスタンス・バージョン

スクリプト・ファイル

32 ビット

create_xmeta_db.sql
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DB2 インスタンス・バージョン

スクリプト・ファイル

64 ビット

create_xmeta_db.sql
configure_xmeta_db_64bit.sql

a. @DATABASE_NAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したいデータベー
スの名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_NAME@ を以下のデータベース
名に置き換えます。
xmeta

b. @INSTALL_ROOT@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、DB2 データベースがイ
ンストールされているルート・ディレクトリーへのパスで置き換えます。デ
フォルトのルート・ディレクトリーは、/var/lib です。 例えば、
@INSTALL_ROOT@ を、DB2 データベースのルート・ディレクトリーへのパス
で置き換えます。
/var/lib

スクリプトを実行すると、DB2 は、データベースがインストールされている
ルート・ディレクトリーの下にディレクトリーを作成します。このディレク
トリーには、データベースのデータ・ファイルが入っています。デフォル
ト・ディレクトリーは、/var/lib/db2inst1/NODE0000 です。
c. @DATABASE_ALIAS@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したいデータベ
ースの名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_ALIAS@ を以下のデータベ
ース名に置き換えます。
xmeta

d. @DATABASE_USERNAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、データベースにア
クセスさせたいオペレーティング・システム・ユーザーの名前で置き換えま
す。 例えば、@DATABASE_USERNAME@ を、オペレーティング・システムのユー
ザー名で置き換えます。
xmeta

3. 以下のとおり、オペレーティング・システム・スクリプトを実行して、SQL ス
クリプトを呼び出します。
a. DB2 インスタンス・オーナーとしてログオンします。
b. 次のコマンドを実行します。
create_xmeta_db.sh [logfile]

logfile は、コマンドの実行結果を保存するファイルの名前です。この引数
はオプションです。
4. テキスト・エディターで db2_grant_Permissions.sql ファイルを開いて、以下
の変更を行います。
a. @DATABASE_NAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したデータベース
の名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_NAME@ を以下のデータベース名
に置き換えます。
xmeta

b. @DATABASE_USERNAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、ステージング・エ
リア・スキーマへのアクセス権限を付与したいユーザーの名前で置き換えま
す。このユーザーは、ステップ 2d で指定したオペレーティング・システム
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のユーザーとは異なっていなければなりません。 例えば、
@DATABASE_USERNAME@ を、ステージング・エリア・スキーマのユーザー名で
置き換えます。
xmetasr

5. 以下のとおり、オペレーティング・システム・スクリプトを実行して、SQL ス
クリプトを呼び出します。
a. DB2 インスタンス・オーナーとしてログオンします。
b. 次のコマンドを実行します。
configure_staging_area.sh [logfile]

logfile は、コマンドの実行結果を保存するファイルの名前です。この引数
はオプションです。
6. DB2 を再始動します。

DB2 for z/OS データベース・ソフトウェアの既存インストールのセ
ットアップ
IBM InfoSphere Information Server 用に既存の DB2 for z/OS® データベース・シス
テムを準備するには、スクリプトを使用してメタデータ・リポジトリー・データベ
ースを作成します。

始める前に
DB2 データベース・システムは、以下の要件を満たす必要があります。
v サポートされるバージョンでなければなりません。www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
v サービス層とエンジン層がインストールされたコンピューターからアクセス可能
なコンピューター上になければなりません。
v データベースにユーザー・オブジェクトが含まれていないことを確認します。
v 既存のインストール済み環境は、パーティション・データベース環境としてセッ
トアップできません。このタイプの環境と高速コミュニケーション・マネージャ
ー (FCM) は、InfoSphere Information Server と共に使用する場合のサポートはさ
れていません。
続行する前に、 118 ページの『層コンピューターのセットアップ』にリストされた
すべてのタスクを行います。
DB2 for z/OS データベース・ソフトウェアの既存インストールのセットアップ準備
:
DB2 データベースには、z/OS で正しく動作するために特定のパラメーターと
JDBC パッケージが必要です。z/OS で IBM InfoSphere Information Server 用の
DB2 データベース・システムの既存インストールをセットアップする前に、これら
の設定を構成してください。
このタスクについて
InfoSphere Information Server サービス層をインストールする前に、この手順を実行
してください。
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手順
1. DB2 DSNZPARM のパラメーター IDTHTOIN (DSN6FAC マクロ内) を 600 秒
に設定します。 インストール・プログラムが完了したら、このパラメーターを
元の値に戻すことができます。このパラメーターはシステム全体で使用され、デ
ータベース管理者が設定する必要があります。
注: IBM InfoSphere Information Services Director のデプロイメントでは、アプリ
ケーションのデプロイに必要な時間よりも長い値を DB2 IDTHTOIN パラメータ
ーに設定する必要があります。
2. DB2 Universal ドライバー JDBC パッケージをバインドします。 このバイン
ド・アクションは、System z で稼働する Linux オペレーティング・システムで
提供される DB2 コマンド・プロンプト・インターフェースから完了してくださ
い。z/OS Application Connectivity to DB2 for z/OS のインストールの詳細につい
ては、「IBM DB2 Version 9.x for z/OS アプリケーション・プログラミング ガ
イドおよびリファレンス (Java 用)」を参照してください。
DB2 for z/OS データベース・ソフトウェアの既存インストールの構成:
メタデータ・リポジトリーとして DB2 for z/OS データベースを使用することがで
きます。 IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に、付属のスク
リプトを実行してデータベースを作成します。
このタスクについて
複数の InfoSphere Information Server インストール済み環境でメタデータ・リポジ
トリーと同じ DB2 for z/OS サブシステムを使用することを選択する場合は、イン
ストールごとに異なる DB2 ユーザー ID を使用してください。
DB2 for z/OS で、表の名前空間は、DB2 ユーザー ID のみによって定義されま
す。このために、複数のデータベースで名前の競合が発生する可能性があります。
このため、InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーに使用される
DB2 ユーザー ID は、その他のデータベースに使用されていてはなりません。イン
ストール・プログラムは、前提条件を検査して、データベースが空であるかどうか
を判別します。データベースが空でない場合にこの検査の失敗を無視すると、その
ユーザー ID の表が上書きされ、データが失われたり、上書きされる可能性があり
ます。
重要: ステージング・リポジトリーに DB2 for z/OS データベースを使用すること
は、現在サポートされていません。
手順
1. InfoSphere Information Server インストール・メディアの install_dir\
DatabaseSupport\zOS\MetadataRepository\DB2_9_zOS ディレクトリーまでナビ
ゲートします。ここで、install_dir は、InfoSphere Information Server をイン
ストールしたディレクトリーです。
2. テキスト・エディターで create_xmeta_db.sql ファイルを開き、
@DATABASE_NAME@ (@ 記号を含む) のすべての出現を、作成したいデータベース
の名前で置き換えます。 例えば、@DATABASE_NAME@ を以下のデータベース名に
置き換えます。
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xmeta

重要: XMETATBS という名前の表スペースの名前は変更しないでください。こ
の名前は InfoSphere Information Server が内部で使用します。
3. SQL Processing Using File Input (SPUFI) などのデータベース機能インターフェ
ースを使用して、create_xmeta_db.sql ファイルに入っているデータ定義言語
(DDL) を実行します。

高可用性のためのメタデータ・リポジトリー層のクラスタリング
メタデータ・リポジトリー・データベースに高可用性を提供するために、データベ
ース・クラスター内でデータベースをセットアップできます。
IBM InfoSphere Information Server は、IBM InfoSphere Information Analyzer データ
ベースまたは IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナー・データベース
のクラスター構成をサポートしません。
IBM DB2 クラスターにおけるメタデータ・リポジトリー・データベースの構成:
このロードマップを使用して、IBM InfoSphere Information Server 構成を作成しま
す。これによって、メタデータ・リポジトリー・データベースは、IBM DB2 クラス
ター内にセットアップされます。
新しい DB2 データベース・クラスター・インストールを作成する場合、次の表に
あるタスクを完了します。InfoSphere Information Server を既存の DB2 データベー
ス・クラスターに統合する場合、タスク・トピック全体を読み通して、クラスター
構成がInfoSphere Information Server と確実に互換性があるようにします。
表 49. IBM DB2 データベース・クラスターのセットアップ
タスク

詳細情報へのリンク

DB2 データベース・クラスターをセットアッ 172 ページの『サーバー、ファイル・システ
ム、およびストレージの準備』
プするには、最初に、サーバー、ストレー
ジ、およびネットワークを構成します。
(オプション) 高可用性 (HA) ソフトウェアを 174 ページの『DB2 データベース・システ
インストールして、サーバーの正常性をモニ ム・サーバーへの高可用性ソフトウェアのイ
ンストール』
ターし、フェイルオーバーを管理します。
InfoSphere Information Server をインストール 174 ページの『DB2 データベース・システム
する前に、DB2 データベース・システムをイ のインストールと、クラスターおよびメタデ
ンストールし、クラスターを作成して、クラ ータ・リポジトリー・データベースの作成』
スター内の 1 次ノードにメタデータ・リポ
ジトリー・データベースを作成します。
176 ページの『DB2 クラスタリングを組み込
ユーザーとグループを作成します。
InfoSphere Information Server インストール・ むセットアップのためのインストール・プロ
グラムの実行』
プログラムを実行します。
IBM WebSphere Application Server がスタン
バイ・サーバーに円滑に再接続できるように
するには、自動クライアント・リルートを構
成します。

177 ページの『自動クライアント・リルート
の構成』
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表 49. IBM DB2 データベース・クラスターのセットアップ (続き)
タスク

詳細情報へのリンク

WebSphere Application Server が複数のサー
バーと通信できるようにするには、
WebSphere Application Server 管理コンソー
ルを使用して、代替データベースのアドレス
とポートを指定します。

191 ページの『IBM WebSphere Application
Server に対する代替データベースのアドレス
とポートの指定』

クラスターの状態を検証します。

183 ページの『IBM DB2 データベース・ク
ラスターの検証』

InfoSphere Information Server は、IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データ
ベースまたは IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナー・データベース
のクラスター構成をサポートしません。
クラスター化されたトポロジーをデプロイするには、プロトコル、レイヤー、デバ
イス、その他など、ネットワーク・テクノロジーの確かな理解が必要です。クラス
ター化されたトポロジーは、技術的に複雑で、正常に実装するには専門的な知識が
要求されます。

サーバー、ファイル・システム、およびストレージの準備:
IBM DB2 データベース・クラスターをセットアップするには、最初に、サーバー、
ストレージ、およびネットワークを構成します。
高可用性の場合、クラスターには、少なくとも 2 台の物理的に分離したコンピュー
ターを組み込む必要があります。可能ならば、同一の内部ストレージ、メモリー、
および処理能力を持った同一のハードウェアを使用します。
メタデータ・リポジトリー・データベースはパーティション化できません。それら
は、非パーティション化環境に置かれる必要があります。そのために、クラスター
を「相互テークオーバー」構成にセットアップすることはできません。「アイド
ル・スタンバイ」構成をセットアップする必要があります。アイドル・スタンバイ
構成では、1 次サーバーは、すべてのワークロードを処理します。2 次サーバーは
アイドル・モード、またはスタンバイ・モードであり、1 次システムに失敗があれ
ば、ワークロードをテークオーバーする準備ができています。
サーバーは、高速ネットワークを介して相互に通信できる必要があります。Single
Point of Failure を最小化するには、各サーバーには、少なくとも 2 つの物理的に分
離した高速ネットワークへの冗長接続がなければなりません。
問題が発生した場合にフェイルオーバーをサポートするために、HA ソフトウェア
は、サーバー間にハートビート・シグナルを作成します。このシグナルのために、
少なくとも 2 つ以上の分離したネットワークをセットアップします。このネットワ
ークは、シリアルにも、または他のネットワークにすることもできます。ハートビ
ートを送るネットワークは、物理的に分離しており、高速ネットワークとは切り分
けられている必要があります。
次のダイアグラムは、最小ネットワーク冗長での、2 つのサーバーによるアクティ
ブ/パッシブのアーキテクチャーを示します。ダイアグラムは、2 つのサーバー (ノ
ード 1 とノード 2) を示します。各サーバーには、4 つのネットワーク・インター
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フェースがあります (en0、en1、en2、および en3)。2 つの冗長高速ネットワーク
(ネットワーク A およびネットワーク B) があります。各サーバーには、2 つのネ
ットワーク・インターフェースがネットワーク A に接続され、2 つのネットワー
ク・インターフェースがネットワーク B に接続されています。この配置は、ネット
ワーク・インターフェースに、また高速ネットワーク・アーキテクチャー全体内に
冗長を作成します。
各サーバーには、2 つのシリアル・インターフェース (tty1 および tty2) がありま
す。1 つのサーバー上の各シリアル・インターフェースは、別のサーバー上のシリ
アル・インターフェースに接続しています。この配置は、ハートビート・シグナル
のための冗長シリアル・「リング」・ネットワークを作成します。
すべてのクラスター・ノードが共有するディスク・パーティションに、DB2 データ
ベース・システムのファイル・システムを作成します。ディスク・パーティション
は、ストレージ領域ネットワーク (SAN) などの高可用性メディア上になければなり
ません。

図 42. ネットワークへの冗長接続をもつ 2 つのサーバー

DB2 データベース・クラスター・サーバー、ストレージ、またはネットワークの考
慮事項に関する特定情報について詳しくは、IBM DB2 データベース・システムの資
料を参照してください。
v >「IBM DB2 9.5 for Linux, UNIX, and Windows インフォメーション・センタ
ー」の「データベースの基本」: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
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v 「IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows インフォメーション・センタ
ー」の「データベースの基本」publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
DB2 データベース・システム・サーバーへの高可用性ソフトウェアのインストール
:
オプションとして IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) をイ
ンストールし、構成して、IBM DB2 データベース・システム・サーバーの正常性を
モニターし、フェイルオーバーを管理することができます。
Tivoli System Automation for Multiplatforms ソフトウェアは、DB2 データベース・
システム・インストール・パッケージの一部として出荷されます。この高可用性
(HA) ソフトウェアは、サーバー、ネットワーク、オペレーティング・システム、お
よび選択されたソフトウェア・コンポーネントの正常性をモニターします。重大項
目が失敗した場合、ソフトウェアは、スタンバイ・サーバーに対するフェイルオー
バーを起動します。そうすると、自動クライアント・リルートは、IBM WebSphere
Application Server を、クラスター内の他のサーバーに接続させます。
SA MP を実装するようにプランニングする場合、それを、IBM InfoSphere
Information Server をインストールして、構成する前にインストールします。SA MP
をインストールする場合、サーバー間で共有される浮動 IP アドレスを構成しま
す。自動クライアント・リルートを構成する際には、この IP アドレスを「代替サ
ーバー・ホスト名」として提供します。
SA MP をインストールしないように選択することの可能です。このソフトウェアを
インストールしない場合、1 次サーバーで失敗が発生すると、データベース管理者
は、その失敗を手動で検出して、フェイルオーバーを実行する必要があります。そ
うすると、自動クライアント・リルートは、WebSphere Application Server を新しい
サーバーにリダイレクトします。
このソフトウェアをインストールして、構成するには、DB2 データベース・システ
ムの資料を参照してください。
v 「IBM DB2 Database バージョン 9.5 for Linux, UNIX, and Windows インフォメ
ーション・センター」の「DB2 インストーラーを使用した SA MP Base
Component のインストールおよびアップグレード」: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051289.html
v 「IBM DB2 Database Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows インフォメーシ
ョン・センター」の「IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP)
Base Component のインストール」: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/
topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0051374.html
単純なアクティブ/パッシブ・サーバー構成のために SA MP をセットアップする方
法の例については、『 137 ページの『例: IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms を使用したアクティブ/パッシブ構成のセットアップ』』を参照して
ください。
DB2 データベース・システムのインストールと、クラスターおよびメタデータ・リ
ポジトリー・データベースの作成:

174

プランニング、インストール、および構成ガイド

IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に、IBM DB2 データベー
ス・システムをインストールし、クラスターを作成して、1 次ノードにメタデー
タ・リポジトリー・データベースを作成します。
始める前に
DB2 データベース・システムの別々のコピーが、各サーバーにインストールされる
必要があります。
手順
1. クラスターを作成するコンピューターに DB2 データベース・システムをインス
トールします。
v 各 DB2 データベース・システム・インスタンスは、同じバージョンの DB2
データベース・システムでなければなりません。
v インストール環境には、同じコンテナー・ファイル・システムと同じインスト
ール・パスが必要です。例えば、/home/db2inst1/sqllib です。
v 各 DB2 データベース・システム・インスタンスに対して、同一のユーザー名
とパスワードを作成します。
DB2 データベース・システムのインストールについて詳しくは、DB2 データベ
ース・システムの資料を参照してください。
v DB2 Database, Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v DB2 Database, Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
IBM InfoSphere Information Server インストール・パッケージには、DB2 のイン
ストール・パッケージが含まれています。InfoSphere Information Server インス
トール・メディアに含まれている DB2 データベース・システムのインストー
ル・プログラムを実行することによって、InfoSphere Information Server インス
トール・プログラムを実行する前に、DB2 を事前インストールできます。
InfoSphere Information Server インストール・パッケージに含まれている DB2 イ
ンストール・パッケージについては、www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
インストール・メディアの中で、DB2 データベース・システムのインストー
ル・パッケージは、以下のディレクトリーにあります。
v payloads/Shared/DB2/payload
v payloads¥Shared¥DB2¥payload
2. クラスターをセットアップします。
メタデータ・リポジトリー・データベースはパーティション化できません。デー
タベースは、非パーティション化環境に置かれる必要があります。そのために、
システムを「相互テークオーバー」構成にセットアップすることはできません。
「アイドル・スタンバイ」構成をセットアップする必要があります。この構成で
は、1 次システムは、すべてのワークロードを処理します。2 次システムはアイ
ドル・モード、またはスタンバイ・モードであり、1 次システムに失敗があれ
ば、ワークロードをテークオーバーする準備ができています。
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DB2 データベース・クラスターの作成について詳しくは、DB2 データベース・
システムの資料を参照してください。
v 「IBM DB2 Database, Version 9.5 インフォメーション・センター」の「高可
用性のためのクラスター環境の構成」: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051353.html
v 「IBM DB2 Database, Version 9.7 インフォメーション・センター」の「高可
用性のためのクラスター環境の構成」: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051353.html
3. 1 次ノードで、DB2 データベース・システム内にメタデータ・リポジトリー・
データベースを作成します。 データベースを作成するには、InfoSphere
Information Server インストール・メディアによって提供されているスクリプト
を使用します。クラスター内のすべてのノードが共有するディスク・パーティシ
ョンでデータベース・ファイル・システムを位置指定します。ディスク・パーテ
ィションは、ストレージ領域ネットワーク (SAN) などの高可用性メディア上に
なければなりません。
オペレーティング・システム

手順

Linux、UNIX

167 ページの『スクリプトを使用した DB2
データベース・ソフトウェアの既存インスト
ールの構成 (Linux、UNIX)』

Windows

164 ページの『スクリプトを使用した DB2
データベース・ソフトウェアの既存インスト
ールの構成 (Windows)』

DB2 クラスタリングを組み込むセットアップのためのインストール・プログラムの
実行:
管理者とコンポーネント所有者のアカウント、およびグループを作成します。IBM
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行します。
手順
1. クラスター内のすべてのサーバーに、同一の管理者とコンポーネント所有者のア
カウント、およびグループを作成します。グループ ID およびユーザー ID が確
実に同一になるようにします。 次のサンプルのコマンドは、いくつかのアカウ
ントとグループを作成します。
v

Linux

UNIX

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

v
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db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm

管理者ユーザーおよびグループの作成について詳しくは、 130 ページの『管理者
および所有者のアカウントのセットアップ』を参照してください。
2. グラフィック・モードで InfoSphere Information Server インストール・プログラ
ムを実行します。 68 ページの『シナリオ D: メタデータ・リポジトリー層とサ
ービス層のクラスター構成』に説明されているように、InfoSphere Information
Server インストール全体を完了します。

自動クライアント・リルートの構成:
IBM WebSphere Application Server が DB2 クラスターまたは HADR 構成でスタン
バイ・サーバーに円滑に再接続するには、自動クライアント・リルートを構成しま
す。
このタスクについて
クラスター化された DB2 データベース・システムのセットアップによる IBM
InfoSphere Information Server インストールでは、自動クライアント・リルートは、
1 次サーバーで障害が起きた場合、WebSphere Application Server をリダイレクトし
て、代替サーバーに接続できます。代替サーバーは、自動クライアント・リルート
内で事前登録されます。失敗が発生すると、自動クライアント・リルートは、最初
に、1 次データベースに再接続しようとします。接続が失敗すると、自動クライア
ント・リルートは、スタンバイ・サーバーとの接続を確立します。
更新、削除、または挿入トランザクションが実行中であって、トランザクションが
コミットされる前に失敗が発生した場合、ユーザーはエラー・メッセージを受信し
ます。ユーザーがトランザクションを再試行すると、スタンバイ・サーバーは、そ
のトランザクションを処理します。読み取りトランザクションが実行中であった場
合、その読み取りトランザクションは、スタンバイ・サーバーで自動的に実行さ
れ、エラー・メッセージは表示されません。
手順
1. 1 次ノードにログインします。
2. 次のコマンドを実行して、データベースに対する自動クライアント・リルートを
構成します。次の例に示されているように、standby_IP は、IPv4 アドレスまた
は IPv6 アドレスにすることができます。
db2 update alternate server for database database using hostname standby_IP
port port

例:
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db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7 port
60000

DB2 データベースが IBM WebSphere Application Server に接続するための代替ア
ドレスとポートの指定:
IBM WebSphere Application Server が複数のサーバーと通信するには、DB2 データ
ベースの代替アドレスとポートを指定します。
手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
2. WebSphere Application Server 管理者 (デフォルト: wasadmin) として、または
管理者特権を持った他のユーザーとしてログインします。
3. ナビゲーション・ペインで、「リソース」を展開し、「JDBC」を展開して、
「JDBC プロバイダー」をクリックします。 「JDBC プロバイダー」ページが
開きます。
4. 「ASB JDBC プロバイダー」をクリックします。
5. 「追加プロパティー」の下で、「データ・ソース」をクリックします。
6. ウィンドウにリストされたデータ・ソースそれぞれについて、次のステップを
実行します。
a. データ・ソースをクリックします。
b. 「追加プロパティー」の下で、「カスタム・プロパティー」をクリックしま
す。
c. 「clientRerouteAlternateServerName」をクリックします。 このプロパティ
ーが存在しない場合、「新規」をクリックして、プロパティーと値を追加し
ます。
d. 「値」フィールドで、代替サーバー・アドレスを入力します。
v IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) がクラスター
内で実行している場合、クラスター・ノードが共有するサービス IP アド
レスを入力します。
v SA MP がクラスター内で実行していない場合、スタンバイ・サーバーの
IP アドレスを入力します。
e. 「OK」をクリックします。
f. 「clientRerouteAlternatePortNumber」をクリックします。 このプロパティ
ーが存在しない場合、「新規」をクリックして、プロパティーと値を追加し
ます。
g. 「値」フィールドで、代替サーバーのポート番号を入力します。
v SA MP がクラスター内で実行している場合、クラスター・ノードが共有
するサービス・ポート番号を入力します。
v SA MP がクラスター内で実行していない場合、スタンバイ・サーバーの
ポート番号を入力します。
h. 「enableSeamlessFailover」をクリックします。 このプロパティーが存在し
ない場合、「新規」をクリックして、プロパティーと値を追加できます。
i. 「値」フィールドで、「1」を入力します。
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このプロパティーは、フェイルオーバーが発生したことを示すエラーをサー
バーが返すかどうかを制御します。詳しくは、DB2 データベース・システム
の資料を参照してください。
j. 「OK」をクリックします。
k. 「新規」をクリックします。
l. 「名前」フィールドで、「maxRetriesForClientReroute」を入力します。
m. 「値」フィールドで、「2」を入力します。 このパラメーターは、接続再試
行の回数を設定します。
n. 「適用」をクリックします。
o. 「名前」フィールドで、「retryIntervalForClientReroute」を入力しま
す。 このパラメーターは、再試行間のスリープ間隔を設定します。
p. 「値」フィールドで、「15」を入力します。
注: これらの値を別々に設定してください。選択される値は、構成のハード
ウェアおよびトポロジーによって異なります。
q. 「OK」をクリックします。
r. 「適用」をクリックします。
s. ページのトップにある「メッセージ」ボックスで、「保存」をクリックし
て、マスター構成に対する変更を適用します。
t. ページのトップにある行のデータ・ソース名をクリックして、データ・ソー
ス・ページに戻ります。
u. 「接続のテスト」をクリックして、接続をテストします。
v. 次のデータ・ソースについては、ステップ (a) で、続行します。
7. ナビゲーション・ペインで、「リソース」 > 「JDBC」の下に移動し、「ASB
XA JDBC プロバイダー」をクリックします。 「JDBC プロバイダー」ページ
が開きます。
8. 「追加プロパティー」の下で、「データ・ソース」をクリックします。
9. ウィンドウにリストされているデータ・ソースごとに、ステップ 6 (178 ページ)
を繰り返します。
10. メタデータ・リポジトリーがアクティブ/パッシブ・フェイルオーバー用に構成
されているにもかかわらず、IBM InfoSphere Information Server インストール・
プログラムでメタデータ・リポジトリー・データベースの仮想ホスト名を指定
しなかった場合は、以下のステップを実行します。
a. 「リソース」 > 「JDBC」 > 「データ・ソース」をクリックします。
b. 「データ・ソース」パネルで、最初にリストされているデータ・ソースをク
リックします。
c. 「共通かつ必須のデータ・ソース・プロパティー (Common and required
data source properties)」の下で、サーバー名を仮想ホスト名に更新しま
す。
d. 「適用」をクリックして、「OK」をクリックします。
e. リストされているすべてのデータ・ソースに、各ステップを繰り返します。
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f. 「テスト接続」をクリックします。 「The test connection operation for
data source data_source_name on server server_name at node node_name
was successful.」というメッセージが表示されることを確認します。
g. 同期を完了するように求めるメッセージが表示されたら、その指示に従いま
す。
11. コンソールからログアウトします。
12. 構成に応じて、以下のサーバーのいずれかにある ojb-conf.jar ファイルの場
所を探索します。
v インストール済み環境に、WebSphere Application Server のクラスター・イン
プリメンテーションが含まれている場合は、 WebSphere Application Server
Deployment Manager をホストしているサーバー上のファイルの場所を探索し
ます。
v それ以外の場合は、サービス層をホストしているサーバー上のファイルの場
所を探索します。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥lib

13. Java Developer Kit の jar ユーティリティー (WebSphere Application Server に
含まれるものなど) を使用して、一時場所に ojb-conf.jar ファイルを解凍し
ます。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

以下の行は、単一のコマンドの一部で
す。/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/
bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar

Windows

以下の行は、単一のコマンドの一部です。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥jar
xf
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥
lib¥ojb-conf.jar

14. テキスト・エディターを使用して、ファイル repository_database.xml を開き
ます。代替サーバー名とポート番号をこのファイルに追加します。
15. dbalias 属性を持つすべての JDBC 接続記述子 <jdbc-connectiondescriptor> エレメントをファイルで見つけます。このエレメントのこの最初
のインスタンスは、通常、ファイル内では第 2 <jdbc-connection-descriptor>
エレメントです。 例:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15/xmeta" default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.
DB2Driver" eager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="fa
lse" jcd-alias="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAI
X2Ao1nHR8j/+A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db
2" useAutoCommit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
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<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

16. クライアント・リルート情報を含むようにエレメントを変更します。以前のス
テップで指定したのと同じサーバーのアドレスとポート番号を使用します。 例:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15:50001/xmetanls:;clientRerouteAlternateServerName=192.0.2.1
6;clientRerouteAlternatePortNumber=50001;queryCloseImplicit=2;"
default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" e
ager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="false" jcd-ali
as="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+
A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db2" useAutoCo
mmit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

17. 変更を保存して、テキスト・エディターを終了します。
18. 以前に作成した一時ディレクトリーまでナビゲートし、ojb-conf.jar ファイル
を更新された情報と一緒に圧縮します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

以下の行は、単一のコマンドの一部です。コ
マンドの末尾のピリオド (.) は必須で
す。/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/
bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .

Windows

以下の行は、単一のコマンドの一部です。コ
マンドの末尾のピリオド (.) は必須です。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥jar
cf
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥
lib¥ojb-conf.jar .

次のタスク
FilePropagator ユーティリティーを実行して、ojb-conf.jar ファイルの変更内容を
WebSphere Application Server に伝搬します。

クラスター構成における FilePropagator ユーティリティーの実行 (Linux、UNIX):
クラスター構成で IBM WebSphere Application Server に変更を伝搬するには、
FilePropagator ユーティリティーを実行する必要があります。通常、WebSphere
Application Server に構成変更を加えた後、このユーティリティーを実行します。
始める前に
isrecovery ツールを使用して、InfoSphere Information Server のコンポーネントとデ
ータをバックアップします。isrecovery ツールの実行方法について詳しくは、IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド の『Backing up IBM InfoSphere
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Information Server components』 を参照してください。
このタスクについて
重要: FilePropagator ユーティリティーを実行するには、1.5 GB 以上の一時ディス
ク・スペースが必要です。FilePropagator ユーティリティーを実行する前に、以下の
ディレクトリーに少なくとも 1.5 GB の未使用のディスク・スペースがあることを
確実にしてください。
表 50. FilePropagator ユーティリティーによって使用される一時システム・ディレクトリー
オペレーティング・システム

一時ディレクトリー

AIX、Linux、UNIX

/tmp

HP-UX、Solaris

var/tmp

手順
1. コマンド行から、install_dir/ASBServer ディレクトリーまでナビゲートしま
す。ここで、install_dir は、InfoSphere Information Server をインストールし
たディレクトリーです。
2. 次のコマンドを実行して、apps/lib ディレクトリーおよび apps/eclipse ディ
レクトリーのコピーを作成します。
rm -r profile/informationServer/apps
mkdir -p profile/informationServer/apps
cp -r apps/lib apps/eclipse profile/informationServer/apps

3. WebSphere Application Server クラスターを停止します。
4. コマンド行から、FilePropagator ユーティリティーを実行します。以下のコマン
ドを 1 行で入力します。
bin/FilePropagator.sh
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user は、アプリケーション・サーバーにログインするのに使用するユ
ーザー名です。
wasadmin_password は、wasadmin_user に指定したユーザー名のパスワードで
す。
5. WebSphere Application Server クラスターを開始します。

クラスター構成における FilePropagator ユーティリティーの実行 (Windows):
クラスター構成で IBM WebSphere Application Server に変更を伝搬するには、
FilePropagator ユーティリティーを実行する必要があります。通常、WebSphere
Application Server に構成変更を加えた後、このユーティリティーを実行します。
始める前に
isrecovery ツールを使用して、InfoSphere Information Server のコンポーネントとデ
ータをバックアップします。isrecovery ツールの実行方法について詳しくは、IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド の『Backing up IBM InfoSphere
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Information Server components』 を参照してください。
このタスクについて
重要: FilePropagator ユーティリティーを実行するには、1.5 GB 以上の一時ディス
ク・スペースが必要です。FilePropagator ユーティリティーを実行する前に、%TEMP%
ディレクトリーに少なくとも 1.5 GB の未使用のディスク・スペースがあることを
確実にしてください。
手順
1. コマンド・プロンプトをオープンし、install_dir\ASBServer ディレクトリーま
でナビゲートします。ここで、install_dir は、InfoSphere Information Server
をインストールしたディレクトリーです。
2. 次のコマンドを実行して、apps\lib ディレクトリーおよび apps\eclipse ディ
レクトリーのコピーを作成します。
rd /q/s profile\informationServer\apps
mkdir -p profile\informationServer\apps
xcopy /s/i apps\lib profile\informationServer\apps\lib
xcopy /s/i apps\eclipse profile\informationServer\apps\eclipse

3. WebSphere Application Server クラスターを停止します。
4. コマンド・プロンプトから、FilePropagator ユーティリティーを実行します。以
下のコマンドを 1 行で入力します。
bin/FilePropagator.bat
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user は、アプリケーション・サーバーにログインするのに使用するユ
ーザー名です。
wasadmin_password は、wasadmin_user に指定したユーザー名のパスワードで
す。
5. WebSphere Application Server クラスターを開始します。
IBM DB2 データベース・クラスターの検証:
クラスター構成とIBM InfoSphere Information Server インストールの後、クラスター
の正体を検証します。
手順
1. DB2 データベース・クラスターの 1 次ノードにログインします。
2. lssam コマンドを実行して、クラスターの状態を検証します。 例:
lssam

このコマンドによって、レポートが表示されます。例:
Online IBM.ResourceGroup:db2_db2inst1_0-rg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:myprimary
’- Offline IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:mystandby
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’- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs
|- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:mystandby

このレポートは、2 ノード・クラスターを示します。1 つのノード (myprimary)
は、アクティブ (online) です。もう一方のノード (mystandby) は、オフライン
です。
IBM DB2 データベース HADR 構成におけるメタデータ・リポジトリー・データ
ベースのセットアップ:
このロードマップを使用して、IBM InfoSphere Information Server 実装を作成しま
す。これによって、メタデータ・リポジトリー・データベースは、DB2 データベー
ス高可用性災害復旧 (HADR) 構成内にセットアップされます。
DB2 データベース HADR インストール環境を作成する場合、次の表のタスクを完
了します。InfoSphere Information Server を既存の HADR 構成に統合する場合、タ
スクのトピックを読み通して、HADR 構成の互換性が確実にとれるようにします。
表 51. DB2 データベース HADR 構成におけるメタデータ・リポジトリー・データベースの
構成
タスク

詳細情報へのリンク

サーバー、ネットワーク、およびストレージ
を構成します。

185 ページの『サーバー、ストレージ、およ
びネットワークの準備』

DB2 データベース・システムを構成内の両方 186 ページの『DB2 データベース・システム
のサーバーにインストールします。インスト のインストールとメタデータ・リポジトリ
ール・メディア内のスクリプトを使用して、 ー・データベースの作成』
1 次サーバー上のデータベースを構成しま
す。
187 ページの『HADR 構成のためのインスト
管理者とコンポーネント所有者のアカウン
ール・プログラムの実行』
ト、およびグループを作成して、InfoSphere
Information Server のインストールと構成を完
了します。
HADR 1 次サーバーで、HADR 変数を構成
して、設定を検証します。

188 ページの『HADR 1 次サーバーの構成』

189 ページの『HADR スタンバイ・サーバー
データベースを 1 次サーバーからバックア
ップして、それをスタンバイ・サーバーにリ の構成』
ストアします。その後、HADR 変数をスタン
バイ・サーバーに設定します。
191 ページの『IBM WebSphere Application
IBM WebSphere Application Server が、
HADR セットアップのいずれかのサーバーと Server に対する代替データベースのアドレス
とポートの指定』
通信できるようにするには、WebSphere
Application Server 管理コンソールを使用し
て、代替データベース・アドレスおよびポー
トを指定します。
スタンバイ・サーバーで HADR ソフトウェ
アを開始して、その後、1 次サーバーで開始
します。

196 ページの『HADR の開始』

HADR 構成を妥当性検査して、テークオーバ 197 ページの『HADR 構成の妥当性検査』
ー機能をテストします。
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InfoSphere Information Server は、IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データ
ベースまたは IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナー・データベース
の HADR 構成をサポートしません。
クラスター化されたトポロジーまたは HADR トポロジーをデプロイするには、プ
ロトコル、レイヤー、デバイス、その他など、ネットワーク・テクノロジーの確か
な理解が必要です。クラスター化されたトポロジーは、技術的に複雑で、正常に実
装するには専門的な知識が要求されます。

サーバー、ストレージ、およびネットワークの準備:
IBM DB2 データベース HADR 構成をセットアップするには、最初に、サーバー、
ストレージ、およびネットワークを構成します。
高可用性災害復旧 (HADR) 構成には、少なくとも 2 台の物理的に分離したコンピ
ューターを組み込む必要があります。同一のストレージ、メモリー、および処理能
力を持った同一のハードウェアを使用します。その構成は、次の要件を満たす必要
があります。
v 各コンピューターには、同一のオペレーティング・システム・バージョンが必要
です。
v 各コンピューターは、同一バージョンの DB2 データベース・システムを実行す
る必要があります。
v 各コンピューターにはそれぞれ、相互に共有することのない、別々のストレージ
がなければなりません。
v DB2 データベース・システムに対する、同じコンテナー・ファイル・システムと
同じインストール・パスが必要です。
v サーバーは、高速ネットワークの TCP/IP を使用して、相互に通信できる必要が
あります。
v IBM WebSphere Application Server インストール環境は、ネットワークを介して
両方のサーバーと通信できる必要があります。
v 各サーバー上で、ファイル services は、HADR のポートを指定する必要があり
ます。ポート名はユーザー定義です。ポート番号は、競合がないように用意され
た、任意の番号にできます。1 次サーバーとスタンバイ・サーバー上のポート
は、同一である必要はありません。しかし、ポートが同一である場合、構成はよ
り容易です。
ファイル services は、次の場所で検出できます。
– /etc/services
– c:¥windows¥system32¥drivers¥etc¥services
次の例は、ファイル services 内で指定された HADR ポートを示します。
# HADR ports assigned by user
ha_myhadr
51012/tcp
ha_myhadr_int 51013/tcp

DB2 データベース HADR サーバー、ストレージ、またはネットワークの考慮事項
に関する特定情報について詳しくは、IBM DB2 データベース・システムの資料で、
これらの用語を検索してください。
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v IBM DB2 Database, Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v IBM DB2 Database, Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
DB2 データベース・システムのインストールとメタデータ・リポジトリー・データ
ベースの作成:
IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に、両方のサーバーに
IBM DB2 データベース・システムをインストールして、1 次ノードに InfoSphere
Information Server メタデータ・リポジトリー・データベースを作成します。
始める前に
DB2 データベース・システムの別々のコピーが、各サーバーにインストールされる
必要があります。
手順
1. DB2 データベース・システムを両方のコンピューターにインストールします。
v 各 DB2 データベース・システム・インスタンスは、同じバージョンの DB2
データベース・システムでなければなりません。
v 各インスタンスは、ストレージに対して別々のファイル・システムを使用する
必要があります。
v インストール環境には、同じコンテナー・ファイル・システムと同じインスト
ール・パスが必要です。例えば、/home/db2inst1/sqllib です。
v 各 DB2 データベース・システム・インスタンスに対して、同一のユーザー名
とパスワードを作成します。
DB2 データベース・システムのインストールについて詳しくは、DB2 データベ
ース・システムの資料を参照してください。
v IBM DB2 Database, Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v IBM DB2 Database, Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
IBM InfoSphere Information Server インストール・パッケージには、DB2 のイン
ストール・パッケージが含まれています。InfoSphere Information Server インス
トール・メディアに含まれている DB2 データベース・システムのインストー
ル・プログラムを実行することによって、InfoSphere Information Server インス
トール・プログラムを実行する前に、DB2 を事前インストールできます。
InfoSphere Information Server インストール・パッケージに含まれている DB2 イ
ンストール・パッケージについては、www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
インストール・メディアの中で、DB2 データベース・システムのインストー
ル・パッケージは、以下のディレクトリーにあります。
v payloads/Shared/DB2/payload
v payloads¥Shared¥DB2¥payload
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2. 1 次ノードで、DB2 データベース・システム内にメタデータ・リポジトリー・
データベースを作成します。 データベースを作成するには、InfoSphere
Information Server インストール・メディアによって提供されているスクリプト
を使用します。クラスター内のすべてのノードが共有するディスク・パーティシ
ョンでデータベース・ファイル・システムを位置指定します。ディスク・パーテ
ィションは、ストレージ領域ネットワーク (SAN) などの高可用性メディア上に
なければなりません。
オペレーティング・システム

手順

Linux、UNIX

167 ページの『スクリプトを使用した DB2
データベース・ソフトウェアの既存インスト
ールの構成 (Linux、UNIX)』

Windows

164 ページの『スクリプトを使用した DB2
データベース・ソフトウェアの既存インスト
ールの構成 (Windows)』

HADR 構成のためのインストール・プログラムの実行:
管理者とコンポーネント所有者のアカウント、およびグループを作成します。IBM
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行します。
手順
1. 管理者とコンポーネント所有者との同一アカウント、および両方の高可用性災害
復旧サーバーでのグループを作成します。グループ ID およびユーザー ID が確
実に同一になるようにします。 次のサンプルのコマンドは、いくつかのアカウ
ントとグループを作成します。
v

Linux

UNIX

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

v

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

AIX

/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm
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管理者ユーザーおよびグループの作成について詳しくは、 130 ページの『管理者
および所有者のアカウントのセットアップ』を参照してください。
2. グラフィック・モードで InfoSphere Information Server インストール・プログラ
ムを実行します。 68 ページの『シナリオ D: メタデータ・リポジトリー層とサ
ービス層のクラスター構成』に説明されているように、InfoSphere Information
Server インストール全体を完了します。
HADR 1 次サーバーの構成:
1 次サーバーで、高可用性災害復旧 (HADR) 変数を構成して、設定を検査します。
始める前に
IBM InfoSphere Information Server のインストールを完了します。インストールは、
HADR 構成を完了する前に作動可能でなければなりません。
InfoSphere Information Server が作動可能になるとすぐに、HADR 構成を完了しま
す。
手順
1. 1 次サーバーに管理者としてログインします。
2. 次のコマンドを実行して、HADR 1 次サーバーとスタンバイ・サーバーを指定
します。
db2 update db cfg for database using hadr_local_host primary_IP
db2 update db cfg for database using hadr_remote_host standby_IP

primary_IP アドレスと secondary_IP アドレスは、IPv4 アドレスまたは IPv6
アドレスにすることができます。例:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7

3. 次のコマンドを実行して、HADR 1 次サーバーとスタンバイ・サーバーのサー
ビス名を指定します。
db2 update db cfg for database using hadr_local_svc primary_svc_name
db2 update db cfg for database using hadr_remote_svc standby_svc_name

このコマンドでは、サービス名は、services ファイルで使用される HADR ポ
ート名と一致する必要があります。 例:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr_int

4. 次のコマンドを実行して、スタンバイ・サーバー上の DB2 インスタンス名を
指定します。
db2 update db cfg for database using hadr_remote_inst DB2_standby_instance

例:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_inst db2inst1

5. 次のコマンドを実行して、失敗した通信の試行を検討するまでに HADR プロ
セスが待機する時間を (秒数で) 指定します。
db2 update db cfg for database using hadr_timeout timeout

例:
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db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

6. 次のコマンドを実行して、HADR 同期モードを指定します。
db2 update db cfg for database using syncmode mode

例:
db2 update db cfg for xmeta using syncmode SYNC

同期モードを構成する際に、同期モード (SYNC) または近似同期モード
(NEARSYNC) を選択します。いずれのモードも一般的に、InfoSphere
Information Server に対する適切な応答時間を提供します。非同期モード
(ASYNC) には、1 次サーバーで障害が起きた場合に、最もトランザクションが
ロスしやすい瞬間があるため、ASYNC モードを選択することは避けてくださ
い。
7. 次のコマンドを実行して、失敗した通信の試行を検討するまでに HADR プロ
セスが待機する時間を (秒数で) 指定します。
db2 update db cfg for database using hadr_timeout timeout

例:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

8. 次のコマンドを実行して、「作成された索引をログに記録」フィーチャーをア
クティブにします。logindexbuild がオンの場合、索引の作成、再作成、および
再編成の操作がログに記録されます。このロギングによって、DB2 ロールフォ
ワード操作または HADR ログ再生プロシージャーの際に、索引を再構成でき
るようになります。
db2 update db cfg for xmeta using logindexbuild on

9. 次のコマンドを実行して、自動クライアント・リルートをセットアップしま
す。
db2 update alternate server for database database using hostname standby_IP
port port

例:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
port 60000

10. 次のコマンドを実行して、構成値を検査します。
db2 get db cfg for database | grep HADR

例:
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

このコマンドによって、レポートが表示されます。
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR

database role
= STANDARD
local host name
(HADR_LOCAL_HOST) = myprimary.example.com
local service name
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr
remote host name
(HADR_REMOTE_HOST) = mystandby.example.com
remote service name
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr_int
instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
timeout value
(HADR_TIMEOUT) = 120
log write synchronization mode
(HADR_SYNCMODE) = SYNC

HADR スタンバイ・サーバーの構成:
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データベースを 1 次サーバーからバックアップして、それをスタンバイ・サーバー
にリストアします。その後、HADR 変数をスタンバイ・サーバーに設定します。
始める前に
いずれのデータベースにも、クライアント・アプリケーションとの既存の接続が確
実にないようにします。クライアント・アプリケーションとの既存の接続があるデ
ータベースのバックアップを実行することはできません。
手順
1. 1 次サーバーに管理者としてログインします。
2. 以下のコマンドを実行して、1 次サーバーにデータベースをバックアップしま
す。
mkdir temp_backup_directory
cd temp_backup_directory
db2 backup db database

例:
mkdir mytempbackup
cd mytempbackup
db2 backup db xmeta

注: 同じ一時ディレクトリーに複数のデータベース・バックアップを格納できま
す。
バックアップが完了すると、次の確認メッセージが表示されます。
Backup successful. The timestamp for this backup image is :20101101161943

3. バックアップ・ファイルを 1 次サーバーからスタンバイ・サーバーに転送しま
す。
4. スタンバイ・サーバーにログインします。DB2 ユーザー ID を使用します。
5. 次のコマンドを実行して、スタンバイ・サーバー上でデータベースをリストアし
ます。
db2 restore db database from database_backup_directory replace history file

例:
db2 restore db xmeta from mytemprestore replace history file

6. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、HADR 1 次サーバーとス
タンバイ・サーバーを指定します。コマンドで、hadr_local_host にスタンバ
イ・サーバーを指定します。hadr_remote_host に 1 次サーバーを指定します
(1 次サーバーでの設定とは逆)。
db2 update db cfg for database using hadr_local_host standby_IP
db2 update db cfg for database using hadr_remote_host primary_IP

primary_IP アドレスと secondary_IP アドレスは、IPv4 アドレスまたは IPv6 ア
ドレスにすることができます。例:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6

7. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、HADR 1 次サーバーとス
タンバイ・サーバーのサービス名を指定します。コマンドで、hadr_local_svc
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にスタンバイ・サーバーのポート名を指定します。hadr_remote_svc に 1 次サ
ーバーのポート名を指定します (1 次サーバーでの設定とは逆)。
db2 update db cfg for database using hadr_local_svc standby_svc_name
db2 update db cfg for database using hadr_remote_svc primary_svc_name

例:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr_int
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr

8. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、自動クライアント・リルー
トをセットアップします。コマンドで、1 次サーバーの IP アドレスとポート番
号を指定します。
db2 update alternate server for database database using hostname primary_IP
port port

例:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
port 60000

9. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、構成値を検査します。
db2 get db cfg for database | grep HADR

例:
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

このコマンドによって、レポートが表示されます。
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR
HADR

database role
= STANDARD
local host name
(HADR_LOCAL_HOST) = mystandby.example.com
local service name
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr_int
remote host name
(HADR_REMOTE_HOST) = myprimary.example.com
remote service name
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr
instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
timeout value
(HADR_TIMEOUT) = 120
log write synchronization mode
(HADR_SYNCMODE) = SYNC

IBM WebSphere Application Server に対する代替データベースのアドレスとポート
の指定:
WebSphere Application Server が複数のサーバーと通信するには、代替データベース
のアドレスとポートを指定します。
手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
2. WebSphere Application Server 管理者 (デフォルト: wasadmin) として、または
管理者特権を持った他のユーザーとしてログインします。
3. ナビゲーション・ペインで、「リソース」を展開し、「JDBC」を展開して、
「JDBC プロバイダー」をクリックします。 「JDBC プロバイダー」ページが
開きます。
4. 「ASB JDBC プロバイダー」をクリックします。
5. 「追加プロパティー」の下で、「データ・ソース」をクリックします。
6. ウィンドウにリストされたデータ・ソースそれぞれについて、次のステップを
実行します。
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a. データ・ソースをクリックします。
b. 「追加プロパティー」の下で、「カスタム・プロパティー」をクリックしま
す。
c. 「clientRerouteAlternateServerName」をクリックします。 このプロパティ
ーが存在しない場合、「新規」をクリックして、プロパティーと値を追加し
ます。
d. 「値」フィールドで、代替サーバー・アドレスを入力します。このアドレス
は、スタンバイ・サーバーの物理的 IP アドレスです。
e. 「OK」をクリックします。
f. 「clientRerouteAlternatePortNumber」をクリックします。 このプロパティ
ーが存在しない場合、「新規」をクリックして、プロパティーと値を追加し
ます。
g. 「値」フィールドで、スタンバイ・サーバーのポート番号を入力します。
h. 「enableSeamlessFailover」をクリックします。 このプロパティーが存在し
ない場合、「新規」をクリックして、プロパティーと値を追加できます。
i. 「値」フィールドで、「1」を入力します。
このプロパティーは、フェイルオーバーが発生したことを示すエラーをサー
バーが返すかどうかを制御します。詳しくは、DB2 データベース・システム
の資料を参照してください。
j. 「OK」をクリックします。
k. 「新規」をクリックします。
l. 「名前」フィールドで、「maxRetriesForClientReroute」を入力します。
m. 「値」フィールドで、「2」を入力します。 このパラメーターは、接続再試
行の回数を設定します。
n. 「適用」をクリックします。
o. 「名前」フィールドで、「retryIntervalForClientReroute」を入力しま
す。 このパラメーターは、再試行間のスリープ間隔を設定します。
p. 「値」フィールドで、「15」を入力します。
注: これらの値を別々に設定してください。選択される値は、構成のハード
ウェアおよびトポロジーによって異なります。
q. 「OK」をクリックします。
r. 「適用」をクリックします。
s. ページのトップにある「メッセージ」ボックスで、「保存」をクリックし
て、マスター構成に対する変更を適用します。
t. ページのトップにある行のデータ・ソース名をクリックして、データ・ソー
ス・ページに戻ります。
u. 「接続のテスト」をクリックして、接続をテストします。
v. 次のデータ・ソースについては、ステップ (a) で、続行します。
7. ナビゲーション・ペインで、「リソース」 > 「JDBC」の下に移動し、「ASB
XA JDBC プロバイダー」をクリックします。 「JDBC プロバイダー」ページ
が開きます。
8. 「追加プロパティー」の下で、「データ・ソース」をクリックします。
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9. ウィンドウにリストされているデータ・ソースごとに、ステップ 6 (178 ページ)
を繰り返します。
10. メタデータ・リポジトリーがアクティブ/パッシブ・フェイルオーバー用に構成
されているにもかかわらず、IBM InfoSphere Information Server インストール・
プログラムでメタデータ・リポジトリー・データベースの仮想ホスト名を指定
しなかった場合は、以下のステップを実行します。
a. 「リソース」 > 「JDBC」 > 「データ・ソース」をクリックします。
b. 「データ・ソース」パネルで、最初にリストされているデータ・ソースをク
リックします。
c. 「共通かつ必須のデータ・ソース・プロパティー (Common and required
data source properties)」の下で、サーバー名を仮想ホスト名に更新しま
す。
d. 「適用」をクリックして、「OK」をクリックします。
e. リストされているすべてのデータ・ソースに、各ステップを繰り返します。
f. 「テスト接続」をクリックします。 「The test connection operation for
data source data_source_name on server server_name at node node_name
was successful.」というメッセージが表示されることを確認します。
g. 同期を完了するように求めるメッセージが表示されたら、その指示に従いま
す。
11. コンソールからログアウトします。
12. 構成に応じて、以下のサーバーのいずれかにある ojb-conf.jar ファイルの場
所を探索します。
v インストール済み環境に、WebSphere Application Server のクラスター・イン
プリメンテーションが含まれている場合は、 WebSphere Application Server
Deployment Manager をホストしているサーバー上のファイルの場所を探索し
ます。
v それ以外の場合は、サービス層をホストしているサーバー上のファイルの場
所を探索します。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥lib

13. Java Developer Kit の jar ユーティリティー (WebSphere Application Server に
含まれるものなど) を使用して、一時場所に ojb-conf.jar ファイルを解凍し
ます。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

以下の行は、単一のコマンドの一部で
す。/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/
bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar
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オペレーティング・システム

コマンド

Windows

以下の行は、単一のコマンドの一部です。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥jar
xf
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥
lib¥ojb-conf.jar

14. テキスト・エディターを使用して、ファイル repository_database.xml を開き
ます。代替サーバー名とポート番号をこのファイルに追加します。
15. dbalias 属性を持つすべての JDBC 接続記述子 <jdbc-connectiondescriptor> エレメントをファイルで見つけます。このエレメントのこの最初
のインスタンスは、通常、ファイル内では第 2 <jdbc-connection-descriptor>
エレメントです。 例:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15/xmeta" default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.
DB2Driver" eager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="fa
lse" jcd-alias="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAI
X2Ao1nHR8j/+A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db
2" useAutoCommit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

16. クライアント・リルート情報を含むようにエレメントを変更します。以前のス
テップで指定したのと同じサーバーのアドレスとポート番号を使用します。 例:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15:50001/xmetanls:;clientRerouteAlternateServerName=192.0.2.1
6;clientRerouteAlternatePortNumber=50001;queryCloseImplicit=2;"
default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" e
ager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="false" jcd-ali
as="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+
A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db2" useAutoCo
mmit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

17. 変更を保存して、テキスト・エディターを終了します。
18. 以前に作成した一時ディレクトリーまでナビゲートし、ojb-conf.jar ファイル
を更新された情報と一緒に圧縮します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

以下の行は、単一のコマンドの一部です。コ
マンドの末尾のピリオド (.) は必須で
す。/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/
bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .
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オペレーティング・システム

コマンド

Windows

以下の行は、単一のコマンドの一部です。コ
マンドの末尾のピリオド (.) は必須です。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥jar
cf
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥
lib¥ojb-conf.jar .

19. database.properties ファイルを変更します。このファイルは、IBM
InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーの
ASBServer/bin/sql/ サブディレクトリーにあります。
a. テキスト・エディターを使用して、database.properties ファイルを開きま
す。
b. url キーワードと値の場所を探索します。
表 52. さまざまなデータベース・システムの URL キーワードと値のフォーマット
データベー
ス・システム url キーワードと値
IBM DB2 デ url=jdbc¥:db2¥://host¥:port/dbname
ータベース・
システム
Oracle データ url=jdbc¥:ibm¥:oracle¥://
ベース・シス host¥:port;serviceName¥=SID;AlternateServers¥=(host:port, host:port,
host:port, ...)
テムおよび
Oracle RAC
url=jdbc¥:ibm¥:sqlserver¥://host¥:port;DatabaseName=dbname
Microsoft
SQL Server
データベー
ス・システム

c. host および port を、ステップ 6 (191 ページ) で指定した値と一致するよう
に変更します。
d. ファイルを保存します。
20. Version.xml ファイルの値を更新します。 このファイルには、インストール・
プログラムが使用するインストール・レコードが含まれています。このファイ
ルを最新に保つことで、今後のインストールでの問題を回避できます。
Version.xml ファイルは、ojb-conf.jar ファイルと同じサーバー上の IBM
InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーにあります。以下
のように、ファイルを編集します。
a. テキスト・エディターを使用して、Version.xml ファイルを開きます。
b. 以下の XML エレメントを見つけます。
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver¥isdev"/>

c. value 属性を変更します。
d. 以下の XML エレメントを見つけます。
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<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

e. value 属性を変更します。
f. IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベースが、メタデータ・リ
ポジトリーと同じデータベース・システム内にある場合は、以下の XML エ
レメントの場所を探索します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="ia.db.url"
persistent="true" readonly="true" value="
jdbc:ibm:sqlserver://myserver¥isdev:1433;
DatabaseName=iadb"/>

g. value 属性を変更します。
h. 変更を保存します。
次のタスク
FilePropagator ユーティリティーを実行して、ojb-conf.jar ファイルの変更内容を
WebSphere Application Server に伝搬します。
HADR の開始:
スタンバイ・サーバーで高可用性災害復旧 (HADR) を開始して、その後、1 次サー
バーで開始します。
始める前に
HADR 変数を、前記の情報で説明されているように、確実に構成します。パラメー
ターが正しく構成されていないと、HADR サーバーは開始しません。
手順
1. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、データベースを非アクティ
ブにします。
db2 deactivate db database

例:
db2 deactivate db xmeta

2. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、スタンバイ・サーバー上の
HADR を開始します。
db2 start hadr on db database as standby

例:
db2 start hadr db xmeta as standby

次のメッセージが表示されます。
DB2000I

The START HADR ON DATABASE command completed successfully

3. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、サーバーの HADR ロール
を検査します。
db2 get snapshot for db on database | grep Role

例:
db2 get snapshot for db on xmeta
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| grep Role

次の行が表示されます。
Role

= Standby

4. 1 次サーバーで、次のコマンドを実行して、データベースをアクティブにしま
す。
db2 activate db database

例:
db2 activate db xmeta

5. 1 次サーバーで、次のコマンドを実行して、1 次サーバー上の HADR を開始し
ます。
db2 start hadr on db database as primary

例:
db2 start hadr db xmeta as primary

次のメッセージが表示されます。
DB2000I

The START HADR ON DATABASE command completed successfully

6. 1 次サーバーで、次のコマンドを実行して、サーバーの HADR ロールを検査し
ます。
db2 get snapshot for db on database | grep Role

例:
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

次の行が表示されます。
Role

= Primary

7. 各サーバーで、次のコマンドを実行して、データベースが同期化されていること
を検証します。
db2 get snapshot for database on database | grep State

例:
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

スタンバイ・データベースが 1 次データベースに接続すると、状態が Peer とし
てレポートされます。
State

= Peer

HADR 構成の妥当性検査:
高可用性災害復旧 (HADR) の構成後、その構成の妥当性検査を行い、テークオーバ
ー機能をテストします。
始める前に
1 次およびスタンバイ・サーバーで HADR を構成して、そのサーバーで HADR を
開始します。
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このタスクについて
IBM DB2 コントロール・センターを使用して、接続状況を検査します。その後、テ
ークオーバーおよびフェイルバックを開始して、テークオーバー機能をテストしま
す。
手順
1. 1 次サーバーで、IBM DB2 コントロール・センターを開始します。
2. 左側ペインで、データベースを見つけます。
3. データベース名を右クリックして、「高可用性災害復旧」 > 「管理」を選択し
ます。 「高可用性災害復旧 (HADR) の管理」ウィンドウが表示されます。
4. 「接続状況」フィールドが「接続しました」を読み取っていることを検査しま
す。
5. 1 次サーバーに管理者としてログインします。
6. 1 次サーバーで、次のコマンドを実行して、DB2 HADR テークオーバーを開始
します。
db2 takeover hadr on db database

例:
db2 takeover hadr on db xmeta

テークオーバーが完了すると、次の結果が表示されます。
DB2000I The TAKEOVER HADR ON DATABASE command completed successfully.

7. スタンバイ・サーバーに管理者としてログインします。
8. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、データベースの状況を判
断します。
db2 get snapshot for db on database | grep Role

例:
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

テークオーバーが正常であると、スタンバイ・サーバーに対して、次の結果が
表示されます。
Role

= Primary

9. IBM WebSphere Application Server ログ・ファイル SystemOut.log をチェック
して、アプリケーション・サーバーがスタンバイ・データベースに正常に接続
したかどうかを判断します。 このファイルを見つけるには、『 446 ページの
『IBM WebSphere Application Server システム・ログ・ファイル』』を参照し
てください。
自動クライアント・リルートが正しく作動した場合、ログ・ファイルは、
WebSphere Application Server が最初に 1 次サーバーへの接続を試行したこと
を示します。その接続が失敗した際に、自動クライアント・リルートは、スタ
ンバイ・サーバーに正常に接続しました。次のログ・ファイルの抜粋は、上記
のイベントを示します。
[11/1/10 17:15:39:298 CST] 00000039 ServletWrappe E
SRVE0068E: Uncaught
exception thrown in one of the service methods of the servlet: /dbview.jsp.
Exceptionthrown : javax.servlet.ServletException: A connection failed but
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has been re-established. The hostname or IP address is "myprimary.example.com"
and the service name or port number is 60000 . Special registers may or may
not be re-attempted (Reason code = 1 DB2ConnectionCorrelator:
G9056D89.O37F.061101231714

10. スタンバイ・サーバーに管理者としてログインします。
11. スタンバイ・サーバーで、次のコマンドを実行して、DB2 HADR フェイルバッ
クを開始します。
db2 takeover hadr on db database

例:
db2 takeover hadr on db xmeta

フェイルバックが完了すると、次の結果が表示されます。
DB2000I The TAKEOVER HADR ON DATABASE command completed successfully.

12. 1 次サーバーで、次のコマンドを実行して、データベースの状況を判断しま
す。
db2 get snapshot for db on database | grep Role

例:
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

テークオーバーが正常であると、1 次サーバーに対して、次の結果が表示され
ます。
Role

= Primary

13. 各サーバーで、次のコマンドを実行して、データベースが同期化されているこ
とを検証します。
db2 get snapshot for database on database | grep State

例:
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

スタンバイ・データベースが 1 次データベースに接続すると、状態が Peer と
して表示されます。
State

= Peer

Oracle RAC クラスターにおけるメタデータ・リポジトリー・データベースの構成
:
このロードマップを使用して、メタデータ・リポジトリー・データベース (Oracle
Real Application Clusters (RAC) 構成でセットアップされている) が組み込まれてい
るメタデータ・リポジトリー層セットアップを作成します。
IBM InfoSphere Information Server は、IBM InfoSphere Information Analyzer 分析デ
ータベースまたは IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナー・データベ
ースの Oracle RAC 構成をサポートしません。
次の表のタスクを完了します。
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表 53. Oracle RAC クラスターにおけるメタデータ・リポジトリー・データベースの構成
タスク

詳細情報へのリンク

Oracle RAC クラスターを準備します。

『Oracle RAC の要件』

IBM InfoSphere Information Server インスト 『メタデータ・リポジトリー・データベース
ール・メディアによって提供されているスク の作成と Oracle RAC 構成内でのインストー
リプトを使用して、クラスター内のメタデー ル・プログラムの実行』
タ・リポジトリー・データベースを構成しま
す。その後、InfoSphere Information Server イ
ンストール・プログラムを実行して、
InfoSphere Information Server ソフトウェアを
インストールします。
インストール・プログラム内で、Oracle RAC
構成の単一ノードを指定します。
インストールの完了後、JDBC ドライバー構
成を変更して、InfoSphere Information Server
が、完全な Oracle RAC 構成を使用して作動
できるようにします。

201 ページの『Oracle RAC 構成への接続』

クラスター化されたトポロジーをデプロイするには、プロトコル、レイヤー、デバ
イス、その他など、ネットワーク・テクノロジーの確かな理解が必要です。クラス
ター化されたトポロジーは、技術的に複雑で、正常に実装するには専門的な知識が
要求されます。
Oracle RAC の要件:
Oracle Real Application Clusters (RAC) 環境を IBM InfoSphere Information Server
に対して構成する際には、以下のガイドラインに従ってください。既存の Oracle
RAC 実装環境にインストールする場合、インストールが確実に以下のガイドライン
に従うようにします。
クラスターをセットアップして構成するには、Oracle データベースの資料に従って
ください。
JDBC ドライバーは、InfoSphere Information Server と一緒に出荷されます。ドライ
バーは、インストール・プログラムを実行する際にインストールされ、サービス層
コンポーネントをインストールします。
サービスの Transparent Failover 構成 (TAF ポリシー) を使用して、実行時に、フェ
イルオーバーがどのように発生するかを編成します。
Oracle RAC をセットアップする際に、ユーザー sqlplus が使用するように、構成フ
ァイル tnsnames.ora を変更してください。それによって、接続とフェイルオーバ
ーは正しく作動します。

メタデータ・リポジトリー・データベースの作成と Oracle RAC 構成内でのインス
トール・プログラムの実行:
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IBM InfoSphere Information Server インストール・メディアによって提供されている
スクリプトを使用して、Oracle RAC 構成内のメタデータ・リポジトリー・データベ
ースを構成します。その後、InfoSphere Information Server インストール・プログラ
ムを実行します。
手順
1. メタデータ・リポジトリー・データベースを作成するには、InfoSphere
Information Server インストール・メディアによって提供されているスクリプト
を使用します。 202 ページの『Oracle データベース・ソフトウェアの既存イン
ストールのセットアップ』を参照してください。
2.

249 ページの『ウィザードを使用した IBM InfoSphere Information Server のイン
ストール (グラフィカル・モード)』で説明されているとおり、InfoSphere
Information Server インストール・プログラムをグラフィカル・モードで実行し
ます。 68 ページの『シナリオ D: メタデータ・リポジトリー層とサービス層の
クラスター構成』に説明されているように、InfoSphere Information Server イン
ストール全体を完了します。
インストール・プログラムから、Oracle RAC 構成の単一ノードを指定します。

Oracle RAC 構成への接続:
サービス層インストールの完了後、JDBC ドライバー構成を変更して、IBM
InfoSphere Information Server が、完全な Oracle RAC 構成を使用して作動できるよ
うにします。
このタスクについて
200 ページの『メタデータ・リポジトリー・データベースの作成と Oracle RAC 構
成内でのインストール・プログラムの実行』で説明されているように、サービス層
をインストールすると、通常のホストおよびシステム ID (サービス名) 情報を使用
して、Oracle RAC 構成の単一ノードに対する接続情報を提供したことになります。
インストール後、IBM WebSphere Application Server をリダイレクトして、Oracle
RAC 接続ストリングを使用します。
Oracle RAC 構成では、サービス名は、クラスター内の異なるノードの間で共有され
ます。このサービス名は、接続ストリングに存在します。また、クラスター内のノ
ードのそれぞれは、代替サーバーとしてストリングにリストされます。1 次ノード
がオフラインになると、データベース接続は、直ちに代替サーバーのいずれかに再
確立されます。
接続ストリングは、次のフォーマットを取ります。接続ストリングは 1 行で入力し
てください。
primaryhost:port;serviceName=ServiceName;
alternateServers=(altserver1:port,altserver2:port,...)
例えば、3 ノード・クラスターでは、ノードは、次のように名前を付けられること
があります。
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表 54. ノード名の例
ホスト

SID

rac1

orce1

rac2

orce2

rac3

orce3

サービス名 orce を共有する場合、接続に有効な接続ストリングは、次のとおりで
す。
dbalias="oracle://rac1:1521;serviceName=orce;alternateServers=
(rac1:1521,rac2:1521,rac3:1521)"

手順
1. 新規接続ストリングに対するメタデータ・リポジトリー構成を更新します。
353 ページの『メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名およびポー
トの変更』.
2. WebSphere Application Server 構成内のストリングを変更します。 191 ページの
『IBM WebSphere Application Server に対する代替データベースのアドレスとポ
ートの指定』を参照してください。

Oracle データベース・ソフトウェアの既存インストールのセット
アップ
IBM InfoSphere Information Server 用に既存の Oracle データベース・システムを準
備するには、スクリプトを使用してメタデータ・リポジトリー・データベースを作
成します。

始める前に
データベース・システムは、以下の要件を満たす必要があります。
v サポートされるバージョンでなければなりません。www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
v サービス層とエンジン層がインストールされたコンピューターからアクセス可能
なコンピューター上になければなりません。
v Advanced Security オプションはサポートされません。このオプションがオンにな
っている場合は、IBM InfoSphere Information Server のインストールの前にオフに
してください。
続行する前に、 118 ページの『層コンピューターのセットアップ』にリストされた
すべてのタスクを完了します。
データベースをインストールする方法については、Oracle データベースの資料を参
照してください。

Oracle データベースの既存インストールの構成 (Windows)
Oracle データベースの既存のインストールを使用して、Windows 上で InfoSphere
Information Server のメタデータ・リポジトリーを作成できます。
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始める前に
sqlplus コマンドを適切に実行するには、$ORACLE_HOME\bin\ ディレクトリーを
Windows システム PATH に組み込みます。

このタスクについて
このスクリプトによって、既存のデータベース内に表スペースが作成されます。
InfoSphere Information Server で使用するための推奨文字セットは AL32UTF8 で
す。別の文字セットを使用するようにデータベースが構成される場合、サポートさ
れていない文字を含むデータは正しく保管、処理または表示されません。サポート
されていない文字の問題を回避するには、AL32UTF8 文字セットを使用するように
構成されているデータベースを使用してください。
重要: また、このスクリプトは、OPEN_CURSORS 初期化パラメーターを最小必要
値 1500 に設定します。このパラメーターがもっと大きい値にすでに設定されてい
る場合は、このパラメーターを設定しないように configure_xmeta_db.sql ファイ
ルを変更してください。

手順
1. InfoSphere Information Server インストール・メディアの install_dir\
DatabaseSupport ディレクトリーまでナビゲートします。ここで、install_dir
は、InfoSphere Information Server メディアを解凍したディレクトリーです。
データベースのバージョン

ディレクトリー

Oracle 10g R2

install_dir¥DatabaseSupport¥Windows¥
MetadataRepository¥Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir¥DatabaseSupport¥Windows¥
MetadataRepository¥Oracle11g

2. コマンド・プロンプトを開き、create_xmeta_db スクリプトを実行してデータベ
ースを作成します。すべての引数は必須であり、以下の例に示す順序で指定する
必要があります。
create_xmeta_db.cmd OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
XmetaUserName XmetaUserPassword XmetaTableSpaceName
XmetaDatafilePath

例えば、以下のとおりです。
create_xmeta_db.cmd SYSTEM MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname

OracleSystemUser
表スペースとユーザーを作成するために SQL*Plus へのログインで使用する
Oracle システム・ユーザー名。このユーザーには、データベース管理者ロー
ルが割り当てられなければなりません。データベースとの接続は SYSDBA
または SYSOPER として作成されないので、SYS 以外のアカウントを使用
する必要があります。
OracleSystemPassword
Oracle システム・ユーザーのパスワード。
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ServiceName
Oracle TNS サービスの名前。この名前は、実際に使用できるサービスを参
照しなければなりません。
XmetaUserName
メタデータ・リポジトリー表スペース用に作成する Oracle ユーザーの名
前。
XmetaUserPassword
メタデータ・リポジトリー表スペース・ユーザーのパスワード。
XmetaTableSpaceName
メタデータ・リポジトリー表スペースの名前。
XmetaDatafilePath
表スペース用のデータ・ファイルを作成する場所。この場所は、既存のディ
レクトリーを参照しなければなりません。例えば、
C:¥oracle¥product¥10.2.0¥oradata¥dbname です。
3. 以下のディレクトリーに移動します。
Oracle データベースのバージョン

ディレクトリー

Oracle 10g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle11g

4. コマンド・プロンプトから、次のコマンドを実行してステージング・エリア・ス
キーマを作成します。すべての引数は必須であり、以下の例に示す順序で指定す
る必要があります。
create_xmeta_db.cmd OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
StagingUser StagingUserPassword StagingTableSpace
StagingDatafilePath

例えば、次のコマンドは、パスワード sys_pwd を使用して、ユーザー SYSTEM
として実行されます。このコマンドは TNS 名 xmeta を使用して Oracle に接続
し、C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname ディレクトリーの下に
xmetasrsp という名前の表スペースを作成します。 xmetasr という名前の
Oracle アカウントが、パスワード xmetapwd を使用して作成され、ステージン
グ・エリア・スキーマへのアクセスに使用されます。
create_xmeta_db.cmd SYSTEM sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname

OracleSystemUser
表スペースとユーザーを作成するために SQL*Plus へのログインで使用する
Oracle システム・ユーザー名。このユーザーには、データベース管理者ロー
ルが割り当てられなければなりません。データベースとの接続は SYSDBA
または SYSOPER として作成されないので、SYS 以外のアカウントを使用
する必要があります。
OracleSystemPassword
Oracle システム・ユーザーのパスワード。
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ServiceName
Oracle TNS サービスの名前。この名前は、実際に使用できるサービスを参
照しなければなりません。
StagingUser
ステージング・エリア・スキーマにアクセスするために作成するユーザーの
名前。ステージング・エリア・スキーマは、メタデータ・リポジトリー・デ
ータベース内の別のスキーマでなければならないので、このユーザーは、ア
クティブなリポジトリー・ユーザーとは異なっていなければなりません。
StagingUserPassword
ステージング・エリア・スキーマ・ユーザーのパスワード。
StagingTableSpace
ステージング・エリア・スキーマ用に作成する表スペースの名前。
StagingDatafilePath
ステージング・エリア表スペース用のデータ・ファイルを作成する場所。こ
の場所は、既存のディレクトリーを参照しなければなりません。例えば、
C:¥oracle¥product¥10.2.0¥oradata¥dbname です。

Oracle データベースの既存インストールの構成 (Linux、UNIX)
Oracle データベースの既存のインストールを使用して、Linux および UNIX 上で
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーを作成できます。

始める前に
sqlplus コマンドを適切に実行するには、$ORACLE_HOME/bin ディレクトリーをシス
テム PATH に組み込みます。

このタスクについて
このスクリプトによって、既存のデータベース内に表スペースが作成されます。
InfoSphere Information Server で使用するための推奨文字セットは AL32UTF8 で
す。別の文字セットを使用するようにデータベースが構成される場合、サポートさ
れていない文字を含むデータは正しく保管、処理または表示されません。サポート
されていない文字の問題を回避するには、AL32UTF8 文字セットを使用するように
構成されているデータベースを使用してください。
重要: また、このスクリプトは、OPEN_CURSORS 初期化パラメーターを最小必要
値 1500 に設定します。このパラメーターがもっと大きい値にすでに設定されてい
る場合は、このパラメーターを設定しないように configure_xmeta_db.sql ファイ
ルを変更してください。

手順
1. InfoSphere Information Server インストール・メディアの install_dir/
DatabaseSupport ディレクトリーまでナビゲートします。ここで、install_dir
は、InfoSphere Information Server メディアを解凍したディレクトリーです。
データベースのバージョン

ディレクトリー

Oracle 10g R2

install_dir/DatabaseSupport/UNIX_Linux/
MetadataRepository/Oracle10g
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データベースのバージョン

ディレクトリー

Oracle 11g R2

install_dir/DatabaseSupport/UNIX_Linux/
MetadataRepository/Oracle11g

2. コマンド行から、create_xmeta_db スクリプトを実行してデータベースを作成し
ます。すべての引数は必須であり、以下の例に示す順序で指定する必要がありま
す。
create_xmeta_db.sh OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
XmetaUserName XmetaUserPassword XmetaTableSpaceName
XmetaDatafilePath

例えば、以下のとおりです。
create_xmeta_db.sh SYSTEM MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
/u01/app/oracle/oradata/dbname

OracleSystemUser
表スペースとユーザーを作成するために SQL*Plus へのログインで使用する
Oracle システム・ユーザー名。このユーザーには、データベース管理者ロー
ルが割り当てられなければなりません。データベースとの接続は SYSDBA
または SYSOPER として作成されないので、SYS 以外のアカウントを使用
する必要があります。
OracleSystemPassword
Oracle システム・ユーザーのパスワード。
ServiceName
Oracle TNS サービスの名前。この名前は、実際に使用できるサービスを参
照しなければなりません。
XmetaUserName
メタデータ・リポジトリー表スペース用に作成する Oracle ユーザーの名
前。
XmetaUserPassword
メタデータ・リポジトリー表スペース・ユーザーのパスワード。
XmetaTableSpaceName
メタデータ・リポジトリー表スペースの名前。
XmetaDatafilePath
表スペース用のデータ・ファイルを作成する場所。この場所は、既存のディ
レクトリーを参照しなければなりません。例えば、/u01/app/oracle/
oradata/dbname です。
3. 以下のディレクトリーに移動します。
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ディレクトリー

Oracle 10g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

install_dir/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle11g
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4. コマンド行から、次のコマンドを実行してステージング・エリア・スキーマを作
成します。すべての引数は必須であり、以下の例に示す順序で指定する必要があ
ります。
create_xmeta_db.sh

OracleSystemUser OracleSystemPassword ServiceName
StagingUser StagingUserPassword StagingTableSpace
StagingDatafilePath

例えば、次のコマンドは、パスワード sys_pwd を使用して、ユーザー SYSTEM
として実行されます。このコマンドは TNS 名 xmeta を使用して Oracle に接続
し、/u01/app/oracle/oradata/dbname ディレクトリーの下に xmetasrsp という
名前の表スペースを作成します。 xmetasr という名前の Oracle アカウントが、
パスワード xmetapwd を使用して作成され、ステージング・エリア・スキーマへ
のアクセスに使用されます。
create_xmeta_db.sh SYSTEM sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
/u01/app/oracle/oradata/dbname

OracleSystemUser
表スペースとユーザーを作成するために SQL*Plus へのログインで使用する
Oracle システム・ユーザー名。このユーザーには、データベース管理者ロー
ルが割り当てられなければなりません。データベースとの接続は SYSDBA
または SYSOPER として作成されないので、SYS 以外のアカウントを使用
する必要があります。
OracleSystemPassword
Oracle システム・ユーザーのパスワード。
ServiceName
Oracle TNS サービスの名前。この名前は、実際に使用できるサービスを参
照しなければなりません。
StagingUser
ステージング・エリア・スキーマにアクセスするために作成するユーザーの
名前。ステージング・エリア・スキーマは、メタデータ・リポジトリー・デ
ータベース内の別のスキーマでなければならないので、このユーザーは、ア
クティブなリポジトリー・ユーザーとは異なっていなければなりません。
StagingUserPassword
ステージング・エリア・スキーマ・ユーザーのパスワード。
StagingTableSpace
ステージング・エリア・スキーマ用に作成する表スペースの名前。
StagingDatafilePath
ステージング・エリア表スペース用のデータ・ファイルを作成する場所。こ
の場所は、既存のディレクトリーを参照しなければなりません。例え
ば、/u01/app/oracle/oradata/dbname です。

Microsoft SQL Server データベース・ソフトウェアの既存インス
トールのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server 用に既存の Microsoft SQL Server データベー
ス・システムを準備するには、スクリプトを使用してメタデータ・リポジトリー・
データベースを作成します。

第 4 章 層コンピューターの準備

207

始める前に
データベース・システムは、以下の要件を満たす必要があります。
v サポートされるバージョンでなければなりません。www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
v サービス層とエンジン層がインストールされたコンピューターからアクセス可能
なコンピューター上になければなりません。
続行する前に、 118 ページの『層コンピューターのセットアップ』にリストされた
すべてのタスクを完了します。
データベースをインストールする方法については、Microsoft SQL Server の資料を
参照してください。

Microsoft SQL Server 2005 データベースの既存インストールの構
成
Microsoft SQL Server 2005 データベースの既存のインストールを使用して、
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーを作成できます。

始める前に
SQL ステートメントが実行されない場合、osql.exe アプリケーションへのパスを
Path システム変数に追加する必要があります。このアプリケーションは通常、
Microsoft SQL Server ..\Tools\Binn ディレクトリーのいずれかにあります。例え
ば、以下のとおりです。
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

このタスクについて
InfoSphere Information Server インストール・プログラムの実行前に、この手順を実
行して、XA トランザクションを使用可能にし、必要なデータベースと表を作成し
ます。

手順
1. Microsoft Distributed Transaction Coordinator を構成して XA トランザクション
を使用可能にします。
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Windows バージョン

手順

Windows XP

1. 「開始」 > 「実行」をクリックします。
2. 「実行」ダイアログで、dcomcnfg と入力
して、「OK」をクリックします。
3. 「コンポーネント サービス」 > 「コンピ
ュータ」 > 「マイ コンピュータ」をクリ
ックします。
4. 「コンピュータ」を右クリックして、「プ
ロパティ」をクリックします。
5. 「MSDTC」タブをクリックしてから、
「セキュリティの構成」をクリックしま
す。
6. 「XA トランザクションを有効にする」チ
ェック・ボックスを選択してから、
「OK」をクリックします。
7. 開いている残りのウィンドウを閉じて、
SQL Server を停止してから再開して、
MSDTC の変更が有効になっていることを
確実にします。

Windows Vista、Windows Server 2008

1. 「開始」 > 「実行」をクリックします。
2. 「実行」ダイアログで、dcomcnfg と入力
して、「OK」をクリックします。
3. 「コンポーネント サービス」 > 「コンピ
ュータ」 > 「マイ コンピュータ」 >
「分散トランザクション コーディネー
タ」をクリックします。
4. 「ローカル DTC」を右クリックして、
「プロパティ」をクリックします。
5. 「ローカル DTC プロパティ」ウィンドウ
で「セキュリティ」タブをクリックしま
す。
6. 「XA トランザクションを有効にする」チ
ェック・ボックスを選択してから、
「OK」をクリックします。「MS DTC サ
ービスを停止し、再開します。すべての依
存するサービスを停止します。」というメ
ッセージが表示されます。
7. 「はい」をクリックして先に進みます。
8. 開いている残りのウィンドウを閉じて、
SQL Server を停止してから再開して、
MSDTC の変更が有効になっていることを
確実にします。

2. JDBC ドライバーの XA ストアード・プロシージャーをインストールします。
a. 以下のディレクトリーにナビゲートします。
payload_install_dir\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository¥SQLServer2005
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payload_install_dir は、InfoSphere Information Server インストール・メデ
ィア (is-suite.zip) を解凍したディレクトリーです。例えば、C:\Documents
and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\is-suite_build_number\
is-suite\DatabaseSupport\Windows\MetadataRepository\SQLServer2005 で
す。
b. SQLServer_JTA.zip ファイルの内容を一時ディレクトリーに解凍します。
c. sqljdbc.dll ファイルを見つけます。インストールする必要があるバージョ
ンは、インストールした SQL Server のバージョンによって異なります。
Microsoft SQL Server のバージョン

ディレクトリー

Microsoft SQL Server (32 ビット)

temp_dir\SQLServer JTA\32-bit

Microsoft SQL Server on Intel Itanium (64 ビ
ット)

temp_dir\SQLServer JTA\64-bit

Microsoft SQL Server on x64 (64 ビット)

temp_dir\SQLServer JTA\x64-bit

temp_dir は、SQLServer_JTA.zip ファイルを解凍した一時ディレクトリーで
す。
d. sqljdbc.dll ファイルを install_dir\Binn ディレクトリーにコピーしま
す。 例えば、以下のとおりです。
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

ここで、install_dir は、Microsoft SQL Server をインストールしたディレ
クトリーです。
e. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
cd temp_dir\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\platform_dir

temp_dir は、ステップ 2b で Microsoft SQL Server JDBC ドライバー 2.0
を解凍した一時ディレクトリーです。
platform_dir は、プラットフォームがインストールされている、ステップ
2c からのディレクトリーです。例えば、temp_dir\SQLServer
JTA\32-bit\sqljdbc.dll は、32 ビット・バージョンの Microsoft SQL
Server のディレクトリーです。
f. 次のコマンドを実行して、instjdbc.sql スクリプトを開始します。
OSQL -Usa -Ppassword -Slocalhost -iinstjdbc.sql

password は、SQL Server システム管理者ユーザーのパスワードです。
3. xmeta データベースを作成します。
a. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
cd payload_install_dir¥DatabaseSupport¥Windows¥
MetadataRepository¥SQLServer2005

payload_install_dir は、InfoSphere Information Server インストール・メデ
ィア (is-suite.zip) を解凍したディレクトリーです。
b. 次のコマンドを実行して、xmeta データベースを作成します。
create_xmeta_db.cmd HostServerName DatabaseName
UserName Password
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create_xmeta_db.sql スクリプトは、データを作成し、デフォルトの SQL
Server インストール場所である C:\Program Files\Microsoft SQL Server に
ログ・ファイルを保存します。このディレクトリーでは、最適なスループッ
トとパフォーマンスが得られない場合があります。別のディレクトリーでデ
ータおよびログ・ファイルを作成するには、create_xmeta_db.sql スクリプ
トを変更して別の場所を指定してください。
HostServerName
データベースを作成する先のサーバーの名前。
DatabaseName
作成するデータベースの名前。
UserName
データベースを作成するために使用するデータベース・ユーザー名。
Password
データベース・ユーザーのパスワード。
重要: UserName に指定したユーザー名に、sysadmin SQL Server ロールを割
り当てないでください。このロールをデータベース・ユーザー名に割り当て
ると、InfoSphere Information Server インストール・プログラムが失敗しま
す。
4. xmeta データベース内でステージング・エリアのスキーマを作成します。
a. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
cd payload_install_dir¥DatabaseSupport¥Windows¥
MetadataRepository¥SQLServer2005

payload_install_dir は、InfoSphere Information Server インストール・メデ
ィア (is-suite.zip) を解凍したディレクトリーです。
b. 次のコマンドを実行して、ステージング・エリアのスキーマを作成します。
すべての引数は必須であり、以下の例に示す順序で指定する必要がありま
す。
create_staging_schema.cmd localhost XmetaDatabaseName StagingAreaUser
StagingAreaPassword

例えば、以下のとおりです。
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

XmetaDatabaseName
作成した xmeta データベースの名前。
StagingAreaUser
ステージング・エリア・スキーマへの接続に使用するユーザー名。この名
前は、xmeta データベースとの接続に使用するユーザー名とは異なってい
なければなりません。
StagingAreaPassword
ステージング・エリア・スキーマに接続するユーザーのパスワード。
重要: StagingAreaUser に指定したユーザー名に、sysadmin SQL Server ロー
ルを割り当てないでください。このロールを、ステージング・エリア・スキ
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ーマへの接続に使用するユーザー名に割り当てると、InfoSphere Information
Server インストール・プログラムが失敗します。

Microsoft SQL Server 2008 データベースの既存インストールの構
成
Microsoft SQL Server 2008 データベースの既存のインストールを使用して、
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリー・データベースを作成で
きます。

始める前に
SQL ステートメントが実行されない場合、osql.exe アプリケーションへのパスを
Path システム変数に追加する必要があります。このアプリケーションは通常、
Microsoft SQL Server ..\Tools\Binn ディレクトリーのいずれかにあります。例え
ば、以下のとおりです。
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

このタスクについて
InfoSphere Information Server インストール・プログラムの実行前に、この手順を実
行して、XA トランザクションを使用可能にし、必要なデータベースと表を作成し
ます。

手順
1. Microsoft Distributed Transaction Coordinator を構成して XA トランザクション
を使用可能にします。
Windows バージョン

手順

Windows XP

1. 「開始」 > 「実行」をクリックします。
2. 「実行」ダイアログで、dcomcnfg と入力
して、「OK」をクリックします。
3. 「コンポーネント サービス」 > 「コンピ
ュータ」 > 「マイ コンピュータ」をクリ
ックします。
4. 「コンピュータ」を右クリックして、「プ
ロパティ」をクリックします。
5. 「MSDTC」タブをクリックしてから、
「セキュリティの構成」をクリックしま
す。
6. 「XA トランザクションを有効にする」チ
ェック・ボックスを選択してから、
「OK」をクリックします。
7. 開いている残りのウィンドウを閉じて、
SQL Server を停止してから再開して、
MSDTC の変更が有効になっていることを
確実にします。
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Windows バージョン

手順

Windows Vista、Windows Server 2008

1. 「開始」 > 「実行」をクリックします。
2. 「実行」ダイアログで、dcomcnfg と入力
して、「OK」をクリックします。
3. 「コンポーネント サービス」 > 「コンピ
ュータ」 > 「マイ コンピュータ」 >
「分散トランザクション コーディネー
タ」をクリックします。
4. 「ローカル DTC」を右クリックして、
「プロパティ」をクリックします。
5. 「ローカル DTC プロパティ」ウィンドウ
で「セキュリティ」タブをクリックしま
す。
6. 「XA トランザクションを有効にする」チ
ェック・ボックスを選択してから、
「OK」をクリックします。「MS DTC サ
ービスを停止し、再開します。すべての依
存するサービスを停止します。」というメ
ッセージが表示されます。
7. 「はい」をクリックして先に進みます。
8. 開いている残りのウィンドウを閉じて、
SQL Server を停止してから再開して、
MSDTC の変更が有効になっていることを
確実にします。

2. XA ストアード・プロシージャーを Microsoft からインストールします。
a. Microsoft SQL Server JDBC ドライバー 2.0 をダウンロードします。
http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?FamilyID=99b21b65e98f-4a61-b811-19912601fdc9&displaylang=en
b. 実行可能ファイルを実行し、指示に従って一時ディレクトリーに内容を解凍
します。
c. sqljdbc_xa.dll ファイルを見つけます。インストールする必要があるバージ
ョンは、インストールした SQL Server のバージョンによって異なります。
Microsoft SQL Server のバージョン

ディレクトリー

Microsoft SQL Server (32 ビット)

temp_dir¥Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0¥sqljdbc_2.0¥enu¥xa¥x86

Microsoft SQL Server on x64 (64 ビット)

temp_dir¥Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0¥sqljdbc_2.0¥enu¥xa¥x64

Microsoft SQL Server on Intel Itanium (64 ビ
ット)

temp_dir¥Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0¥sqljdbc_2.0¥enu¥xa¥IA64

temp_dir は、Microsoft SQL Server JDBC ドライバー 2.0 を解凍した一時デ
ィレクトリーです。
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d. sqljdbc_xa.dll ファイルを JDBC インストール・ディレクトリーから
install_dir\Binn ディレクトリーにコピーします。 例えば、以下のとおり
です。
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

install_dir は、Microsoft SQL Server をインストールしたディレクトリー
です。
e. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
cd temp_dir\Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa

ここで、temp_dir は、Microsoft SQL Server JDBC ドライバー 2.0 を解凍し
た一時ディレクトリーです。
f. 次のコマンドを実行して、xa_install.sql スクリプトを開始します。
OSQL -Usa -Ppassword -Slocalhost -ixa_install.sql

password は、SQL Server システム管理者ユーザーのパスワードです。
注: このスクリプトを実行した結果表示される可能性がある次のエラーは無視
してもかまいません。
v 『Cannot drop the procedure 'xp_sqljdbc_xa_init' because it does not exist or
you do not have permission.』
3. JDBC ドライバーの XA ストアード・プロシージャーをインストールします。
a. 以下のディレクトリーにナビゲートします。
payload_install_dir\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008

payload_install_dir は、InfoSphere Information Server インストール・メデ
ィア (is-suite.zip) を解凍したディレクトリーです。例えば、C:\Documents
and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\is-suite_build_number\
is-suite\DatabaseSupport\Windows\MetadataRepository\SQLServer2008 で
す。
b. SQLServer_JTA.zip の内容を一時ディレクトリーに解凍します。
c. sqljdbc.dll ファイルを見つけます。インストールする必要があるバージョ
ンは、インストールした SQL Server のバージョンによって異なります。
Microsoft SQL Server のバージョン

ディレクトリー

Microsoft SQL Server (32 ビット)

temp_dir\SQLServer JTA\32-bit

Microsoft SQL Server on Intel Itanium (64 ビ
ット)

temp_dir\SQLServer JTA\64-bit

Microsoft SQL Server on x64 (64 ビット)

temp_dir\SQLServer JTA\x64-bit

temp_dir は、SQLServer_JTA.zip ファイルを解凍した一時ディレクトリーで
す。
d. sqljdbc.dll ファイルを、分散トランザクションに参加させるすべての SQL
Server コンピューターの install_dir\Binn ディレクトリーにコピーしま
す。 例えば、以下のとおりです。
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn
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ここで、install_dir は、Microsoft SQL Server をインストールしたディレ
クトリーです。
e. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
cd temp_dir\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\platform_dir

temp_dir は、Microsoft SQL Server JDBC ドライバー 2.0 を解凍した一時デ
ィレクトリーです。
platform_dir は、プラットフォームがインストールされている、ステップ
3c からのディレクトリーです。例えば、temp_dir\SQLServer
JTA\32-bit\sqljdbc.dll は、32 ビット・バージョンの Microsoft SQL
Server のディレクトリーです。
f. 次のコマンドを実行して、instjdbc.sql スクリプトを開始します。
OSQL -Usa -Ppassword -Slocalhost -iinstjdbc.sql

password は、SQL Server システム管理者ユーザーのパスワードです。
4. xmeta データベースを作成します。
a. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
payload_install_dir\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008

payload_install_dir は、InfoSphere Information Server インストール・メデ
ィア (is-suite.zip) を解凍したディレクトリーです。
b. 次のコマンドを実行して、xmeta データベースを作成します。
create_xmeta_db.cmd HostServerName DatabaseName
UserName Password

create_xmeta_db.sql スクリプトは、データを作成し、デフォルトの SQL
Server インストール場所である C:\Program Files\Microsoft SQL Server に
ログ・ファイルを保存します。このディレクトリーでは、最適なスループッ
トとパフォーマンスが得られない場合があります。別のディレクトリーでデ
ータおよびログ・ファイルを作成するには、create_xmeta_db.sql スクリプ
トを変更して別の場所を指定してください。
HostServerName
データベースを作成する先のサーバーの名前。
DatabaseName
作成するデータベースの名前。
UserName
データベースを作成するために使用するデータベース・ユーザー名。
Password
データベース・ユーザーのパスワード。
重要: UserName に指定したユーザー名に、sysadmin SQL Server ロールを割
り当てないでください。このロールをデータベース・ユーザー名に割り当て
ると、InfoSphere Information Server インストール・プログラムが失敗しま
す。
5. xmeta データベース内でステージング・エリアのスキーマを作成します。
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a. コマンド・プロンプトを開いて、以下のディレクトリーに移動します。
cd install_dir\DatabaseSupport\Windows\MetadataRepository\SQLServer2008

payload_install_dir は、InfoSphere Information Server インストール・メデ
ィア (is-suite.zip) を解凍したディレクトリーです。
b. 次のコマンドを実行して、ステージング・エリアのスキーマを作成します。
すべての引数は必須であり、以下の例に示す順序で指定する必要がありま
す。
create_staging_schema.cmd localhost XmetaDatabaseName StagingAreaUser
StagingAreaPassword

例えば、以下のとおりです。
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

XmetaDatabaseName
作成した xmeta データベースの名前。
StagingAreaUser
ステージング・エリア・スキーマへの接続に使用するユーザー名。この名
前は、xmeta データベースとの接続に使用するユーザー名とは異なってい
なければなりません。
StagingAreaPassword
ステージング・エリア・スキーマに接続するユーザーのパスワード。
重要: StagingAreaUser に指定したユーザー名に、sysadmin SQL Server ロー
ルを割り当てないでください。このロールを、ステージング・エリア・スキ
ーマへの接続に使用するユーザー名に割り当てると、InfoSphere Information
Server インストール・プログラムが失敗します。

IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナー・データ
ベースの作成
IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナーは、InfoSphere QualityStage の
コンポーネントで、マッチング仕様のデザインおよびテストに使用されます。マッ
チング仕様は、1 つ以上のファイル内の重複するエンティティーを識別するマッチ
ング・パスから構成されます。
マッチング仕様を開発するつもりであれば、マッチング・テスト・パスの結果保管
に専用の新規または既存のデータベースを使用します。これらの結果の保管に、メ
タデータ・リポジトリーまたは分析データベースは使用しないでください。

データベース要件
InfoSphere Information Server のインストール・プログラムでは、マッチング・デザ
イナーの結果データベースは作成されません。このデータベースは、インストール
の前または後に作成します。ただし、マッチング・デザイナーを使用するときには
構成済みでアクセス可能でなければなりません。データベースは、クライアント層
またはエンジン層がインストールされたコンピューター上、あるいは、この両方の
層にアクセス可能な任意のコンピューター上に作成できます。データベースは、マ
ッチング・デザイナーで処理されるデータ・タイプを受け取るように構成する必要
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があります。例えば、マッチング・デザイナーがアジア言語のデータを処理するの
であれば、データベースが 2 バイトのデータを受け取るように構成する必要があり
ます。
次の表に、サポートされるデータベースをリストし、構成の要件を説明していま
す。
表 55. データベース別の構成の要件
データベース

構成の要件

すべてのデータベース

空のデータベースとして構成します。マッチ
ング・デザイナーは、マッチング・パス結果
をデータベースに保管するときに必要となる
表構造を作成します。

IBM DB2 データベース・システム

次の設定を構成します。
v 「デフォルトのバッファー・プールおよび
表スペースのページ・サイズ」を「32 K」
に設定します。
v 「コード・セット」を「UTF-8」に設定し
ます。

Oracle データベース・システム

次の設定を構成します。
v 処理するデータの「Character Set」を設
定します。例えば、英語および西ヨーロッ
パ言語には、「WE8ISO8859P1」を使用しま
す。
v 「National Character Set」を
「AL32UTF8」に設定します。
注: IBM ワイヤー・プロトコル・ドライバー
を使用する場合は、「Enable N-CHAR
Support」オプションを選択します。

Microsoft SQL Server データベース・システ
ム

特別な設定は必要ありません。

データベース・スペース所要量
データベースを作成した後、自動ストレージ管理を使用して、必要に応じてデータ
ベース・スペースを割り振ります。
初期のスペース所要量を見積もり、適切なハードウェアの計画を立てるには、実行
するマッチングの種類と量についていくつか想定する必要があります。次の要因を
検討します。
v マッチング仕様の数の見積もり
v マッチング仕様ごとのマッチング・パスの数の平均
v マッチング仕様ごとの入力データ・レコード数の平均
v 入力データ・レコードごとのバイト数の平均
v マッチング仕様ごとの入力頻度レコード数の平均
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マッチング・デザイナーの入力レコードのバイト数を計算する場合、VarChar 列に
最大幅の値が入っていると想定します。また、ほとんどのマッチング・デザイナー
の入力レコードは、InfoSphere QualityStage Standardization ステージを通して前処理
されるということを覚えておいてください。このステージは、ソース・レコードに
500 バイト追加します。ソース・レコードが 2 バイトであれば、1000 バイト追加
します。
頻度レコードの量を計算する場合、マッチングに関与するソース列のデータ値の重
複の割合が、一般に高いか低いかを考慮します。固有である割合が高いデータの場
合、頻度レコード数は、データ・レコード数と同じようなものになります。重複す
る割合が高いデータの場合、頻度レコード数は、データ・レコード数よりもかなり
少なくなります。
下の表で説明されている要因を検討してください。そして、要因を次の計算式で使
用して、マッチング・デザイナーの結果データベースに必要とされるスペースの M
バイト数を見積もります。
(マッチング仕様の数 x (マッチング・サイズ + (マッチング・サイズ x 10%) + 頻
度サイズ) x レプリケーション係数) / 1,000,000
表 56. スペース所要量の要因と計算
要因

説明

計算

マッチング仕様の数

マッチング仕様は、データ・
マッチングの条件を定義し、
テストします。

データベースに保存する予定
のマッチング仕様の概数。

マッチング・パスの数

マッチング・パスは、マッチ
ング仕様の入力を通して、単
一パスの間に適用される、列
レベルのマッチング条件を定
義します。

マッチング仕様ごとのマッチ
ング・パスの数の平均 (マッ
チング・サイズの計算に使用
される)

データ・レコードの数

データ・レコードは、マッチ
ング仕様の入力の内容とフォ
ーマットを定義します。

マッチング仕様ごとの入力デ
ータ・レコードの数の平均
(マッチング・サイズの計算に
使用される)

データ・レコードの長さ

データ・レコードは、マッチ
ング仕様の入力の内容とフォ
ーマットを定義します。

マッチング仕様の入力デー
タ・レコードごとのバイト数
の平均 (マッチング・サイズ
の計算に使用される)

データ・レコードの長さを計
算する場合、最もスペースを
必要とする見積もりのシナリ
オを想定します。
マッチング・サイズ (バイト) マッチング・サイズは、マッ
チング・パスの数、データ・
レコードの数、および長さの
要因による、1 つのマッチン
グ仕様のデータ・コンポーネ
ントのスペース所要量の見積
もりの平均です。
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(マッチング・パスの数) x
(データ・レコードの数) x
(データ・レコードの長さ)

表 56. スペース所要量の要因と計算 (続き)
要因

説明

計算

頻度レコードの数

頻度レコードは、特定の列に
特定の値が現れる頻度を示し
ます。

マッチング仕様ごとの頻度レ
コード数の平均

頻度レコードの数の場合、ソ
ース列のデータ値の重複の割
合が、高いか低いかを考慮し
ます。
頻度サイズ (バイト)

頻度サイズは、1 つのマッチ
ング仕様の頻度コンポーネン
トに対するスペース所要量の
見積もりです。

(マッチングごとの頻度レコー
ドの数) x 360

レプリケーション係数

次のさまざまなマッチング・
タイプでは、レプリケーショ
ン係数によって、スペース所
要量がかなり異なってきま
す。

一番よく実行すると思われる
マッチング・タイプのレプリ
ケーション係数を選択しま
す。

v 重複除去マッチングには、
係数 1 を使用します。
v 重複除去マッチングでは、
1 つのソースから入力を取 v 1 対 1 参照マッチングに
り、データをグループにし
は、係数 2 を使用しま
てマッチングします。
す。

v 1 対 1 参照マッチングで v 多対 1 参照マッチングに
は、データ・ソースのレコ
は、係数 5 を使用しま
ードを参照ソースのレコー
す。
ドと比較します。
v 多対 1 参照マッチングで
は、参照ソース・レコード
を多数のデータ・ソース・
レコードとマッチングでき
ます。

WebSphere Application Server ソフトウェアのインストール
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して、
WebSphere Application Server ソフトウェアをインストールできます。 WebSphere
Application Server は、非クラスター (スタンドアロン) インストール済み環境、ま
たは高可用性をサポートするクラスター・インストール済み環境にインストールで
きます。

WebSphere Application Server の事前インストール
IBM InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment バージョン 7.0 および 8.0 をサポートします。これらのバージョンの
うちのいずれかをインストールする必要があります。
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始める前に
WebSphere Application Server のインストールは、以下の要件を満たす必要がありま
す。
v サービス層をインストールするコンピューターと同じコンピューター上になけれ
ばなりません。
v サポートされるバージョンでなければなりません。www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
InfoSphere Information Server は、 WebSphere Application Server Extended
Deployment (XD) も WebSphere Application Server 基本バージョンもサポートしま
せん。

このタスクについて
このタスクは、非クラスター (スタンドアロン) インストール済み環境への IBM
WebSphere Application Server Network Deployment のインストールについて説明し
ています。
クラスター・インストールについては、 223 ページの『クラスター・インストール
に対する IBM WebSphere Application Server Network Deployment のインストー
ル』を参照してください。
重要: WebSphere Application Server、バージョン 8.0 は、事前インストールされた
コンポーネントとしてのみサポートされます。このバージョンの WebSphere
Application Server を使用するには、InfoSphere Information Server のインストールの
前にこれをインストールしておく必要があります。
InfoSphere Information Server インストール・パッケージには、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment バージョン 7.0 のインストール・パッケー
ジが含まれています。InfoSphere Information Server インストール・メディアに含ま
れている WebSphere Application Server インストール・プログラムを実行すること
によって、InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前
に、WebSphere Application Server バージョン 7.0 を事前インストールします。
注: IBM WebSphere Application Server を事前インストールし、別にフロントエンド
HTTP サーバーをインストールする場合、WebSphere Application Server が HTTPS
呼び出しを受け入れることができるように、HTTP サーバーを手動で構成する必要
があります。HTTPS 構成はオプションです。HTTPS を構成しなければ、代わりに
HTTP が使用されます。

手順
1. InfoSphere Information Server サービス層で IBM WebSphere Application Server
インストール・プログラムを実行して、IBM WebSphere Application Server
Network Deployment をインストールします。 インストール・メディアの中で、
WebSphere Application Server インストール・パッケージは以下のディレクトリ
ーにあります。
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オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

installation_image_directory/payloads/
Shared/WAS/payload/WAS

Windows

installation_image_directory\payloads\
Shared\WAS\payload\WAS

詳しくは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『アプリケーション・サービ
ス提供環境のインストール』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『アプリケーション・サービ
ス提供環境のインストール』をお読みください。
2. 管理セキュリティーを使用不可にした、新しいアプリケーション・サーバー・プ
ロファイルを作成します。 プロファイルの作成については、WebSphere
Application Server の文書を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『z/OS 以外のオペレーティ
ング・システムにおけるプロファイルの管理』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『z/OS 以外のオペレーティ
ング・システムにおけるプロファイルの管理』をお読みください。
3. オプション: HTTPS 用にフロントエンド HTTP サーバーを手動で構成します。
WebSphere Application Server の資料に記載された説明に従ってください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『通信の保護』をお読みくだ
さい。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『通信の保護』をお読みくだ
さい。
4. 必要なフィックスパックおよび暫定修正があれば、インストールします。サポー
トされるフィックスパック・レベル、 Java SDK 修正番号、および IBM
WebSphere Application Server Network Deployment のインストールされているバ
ージョンに必要な暫定修正を調べるには、 InfoSphere Information Server のシス
テム要件のページ (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照し
てください。
注: インストール・パッケージに含まれている IBM WebSphere Application
Server Network Deployment バージョン 7.0 のインストール・パッケージを使用
する場合、インストール・プログラムを実行するときに、フィックスパックと暫
定修正は自動的にインストールされます。
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InfoSphere Information Server に対する WebSphere
Application Server クラスターの実装
高可用性、フェイルオーバー、およびスケーラビリティーのために、クラスター化
された環境をセットアップできます。最初に、適切なクラスター・トポロジーを決
定して、その後、適切なバージョンの IBM WebSphere Application Server Network
Deployment をインストールして構成し、クラスターをセットアップし、フロントエ
ンド Web サーバーをインストールします。
高可用性トポロジーをデプロイするには、プロトコル、レイヤー、デバイス、その
他など、ネットワーク・テクノロジーの確かな理解が必要です。高可用性トポロジ
ー、特に、クラスタリングを組み込むトポロジーは、技術的に複雑で、正常に実装
するには専門的な知識が要求されます。
システム要件 (高可用性の必要レベル、セキュリティーの必要レベル、使用可能な
ハードウェア装置、その他) に基づいた、適切なクラスター・トポロジーを選択し
ます。クラスター・トポロジーには、1 つ以上のクラスター化されたアプリケーシ
ョン・サーバー、それぞれ稼働中の複製されたコピーの IBM InfoSphere Information
Server、1 つ以上のフロントエンド Web サーバー (あるいは、ハードウェアまたは
ソフトウェア・ロード・バランサー)、1 つ以上のファイアウォール、およびその他
を組み込むことができます。
クラスター構成および手動でのチューニングに関する情報については、WebSphere
Application Server 資料を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『概要: クラスター』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『概要: クラスター』をお読みください。

WebSphere Application Server におけるクラスタリングに関する
一般的考慮事項
IBM WebSphere Application Server Network Deployment は、デプロイメント・マネ
ージャー、管理対象ノード、および非管理対象ノード (スタンドアロン InfoSphere
Information Server インスタンス) を介したクラスター環境のデザイン全体を制御し
ます。
v 独自のデプロイメント・マネージャーを使用して、複数のネットワーク・セルを
定義できます。
v 同じコンピューターに複数のデプロイメント・マネージャーをインストールでき
ます。
v 専用化コンピューターにデプロイメント・マネージャーを別々にインストールで
きます。あるいは、デプロイメント・マネージャーが、同じコンピューターを、
別の InfoSphere Information Server 管理対象ノードまたはスタンドアロン
InfoSphere Information Server インスタンスと共有できます。
クラスターを作成するときに、次の InfoSphere Information Server の制約事項に注
意してください。
v クラスター内で参与しているすべての管理対象ノードは、同じオペレーティン
グ・システム上で実行する必要があります。例えば、クラスターで、1 つの管理
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対象ノードが Windows システムで実行しており、別の管理対象ノードが UNIX
システムで実行するということはあり得ません。
v 各 InfoSphere Information Server クラスターには、独自の専用ネットワーク・デ
プロイメント・ドメイン (または「セル」) がなければなりません。
すなわち、InfoSphere Information Server クラスターがデプロイされているセル内に
は、他のタイプのサーバーをデプロイしないでください。他のタイプのサーバーに
は次のサーバーがあります。
v InfoSphere Information Server クラスター
v IBM InfoSphere Master Data Management Server サーバー
v InfoSphere Information Server スタンドアロン・サーバー (または J2EE アプリケ
ーションを実行する任意の標準アプリケーション・サーバー・インスタンス)

クラスター・インストールに対する IBM WebSphere Application
Server Network Deployment のインストール
IBM InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment バージョン 7.0 および 8.0 をサポートします。サポートされるバージ
ョンをインストールする必要があります。

始める前に
1. システム要件に基づいて、使用するクラスター・トポロジーを決定します。
2. デプロイメント・マネージャーをインストールするコンピューター、および管理
対象ノードをホストするすべてのコンピューターで、多数のファイル記述子をサ
ポートするようにシステムを構成します。
ファイル記述子の割り振りについて熟知していない場合、システム管理者に問い
合わせてください。
例えば、ログイン・シェルが /bin/bash である場合、次のタスクを実行しま
す。
v 次の行をファイル /etc/profile に追加します。
ulimit -n 10240

v 次の行をファイル /etc/security/limits.conf に追加します。
*
*

soft
hard

nofile
nofile

10240
10240

v システム全体の変更について /etc/profile 内の以下の環境変数を構成しま
す。
unset LDR_CNTRL

手順
1. InfoSphere Information Server サービス層をホストするコンピューターすべて
に、IBM WebSphere Application Server Network Deployment をインストールし
ます。このインストールには、デプロイメント・マネージャー・システム、およ
び管理対象ノードをホストするすべてのコンピューターが含まれます。
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IBM WebSphere Application Server インストール・プログラムを実行して、 IBM
WebSphere Application Server Network Deployment をインストールします。詳し
くは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『アプリケーション・サービス提供環境のイン
ストール』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『アプリケーション・サービス提供環境のイン
ストール』をお読みください。
InfoSphere Information Server インストール・パッケージには、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment バージョン 7.0 のインストール・パッケ
ージが含まれています。InfoSphere Information Server インストール・メディア
に含まれている WebSphere Application Server インストール・プログラムを実行
することによって、InfoSphere Information Server インストール・プログラムを
実行する前に、WebSphere Application Server バージョン 7.0 を事前インストー
ルできます。
インストール・メディアの中で、WebSphere Application Server インストール・
パッケージは以下のディレクトリーにあります。
v payloads/Shared/WAS/payload/WAS
v payloads¥Shared¥WAS/payload/WAS
インストールの間にプロファイルを作成するときは、管理セキュリティーを使用
不可にしてください。
2. 必須のフィックスパックおよび暫定修正をインストールします。サポートされる
フィックスパック・レベル、 Java SDK 修正番号、および IBM WebSphere
Application Server Network Deployment のインストールされているバージョンに
必要な暫定修正を調べるには、 InfoSphere Information Server のシステム要件の
ページ (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照してくださ
い。

デプロイメント・マネージャー・プロファイルの作成
デプロイメント・マネージャー・プロセスを含むデプロイメント・マネージャー・
プロファイル (例えば、Dmgr01) を作成します。デプロイメント・マネージャー・
プロセスは、セルで実行する、他のすべての IBM WebSphere Application Server プ
ロセス (ノード・エージェントおよびアプリケーション・サーバー・プロセスを含
む) を管理する主要な管理プロセスです。

手順
プロファイル管理ツールまたは manageprofiles コマンド・ライン・ツールを使用
して、デプロイメント・マネージャー・プロファイルを作成します。 プロファイル
管理ツールは、WebSphere Application Server インストールの bin/
ProfileManagement ディレクトリーにあります。
詳しくは、IBM WebSphere Application Server Network Deployment の資料を参照し
てください。
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方式
プロファイル管理ツールの使用

手順
1

v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『デプロイメント・マネージャーの管
理プロファイルの作成』をお読みくださ
い。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『デプロイメント・マネージャーの管
理プロファイルの作成』をお読みくださ
い。

manageprofiles コマンド・ライン・ツールの v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere
使用
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『manageprofiles コマンド』をお読み
ください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『manageprofiles コマンド』をお読み
ください。
1

プロファイル管理ツールを使用する場合、デプロイメント・マネージャー・プロ
ファイルの作成時に以下のガイドラインに従ってください。
v 「管理セキュリティー」パネル上で、「管理セキュリティーを有効にする」チェ
ック・ボックスが選択されていないことを確認します。IBM InfoSphere
Information Server インストール・プロセス中に、セキュリティーは使用可能で
す。
v 「環境の選択」パネルで「デプロイメント・マネージャー」を選択します。
v 多くの場合、「標準プロファイルの作成」オプションを選択します。デプロイメ
ント・マネージャー・プロファイルのデフォルト属性 (ポート番号、あるいはデ
プロイメント・マネージャー・プロセスを Microsoft Windows サービスとして実
行するかどうかなど) を変更する場合、「拡張プロファイルの作成」オプション
を選択します。

例
次の例は、UNIX 環境で manageprofiles コマンドを使用してデプロイメント・マ
ネージャー・プロファイルを作成する方法を示しています。
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/dmgr/ -isDefault
-profileName dmgr

次のタスク
カスタム・プロファイルを作成します。
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カスタム・プロファイルの作成
ノード・エージェント・プロセスと、クラスターの一部である管理対象サーバー・
プロセスを含む、カスタム・プロファイル (例えば、Custom01) を作成します。

このタスクについて
単一ノード・クラスターに IBM InfoSphere Information Server をインストールし
て、インストール後に、新しい管理対象ノードとクラスター・メンバーを追加する
ことによってクラスターを拡張することは、グッド・プラクティスです。新しい管
理対象ノードとクラスター・メンバーを追加することについて詳しくは、インスト
ール後タスクを参照してください。

手順
プロファイル管理ツールまたは manageprofiles コマンド・ライン・ツールを使用
して、デプロイメント・マネージャー・プロファイルを作成します。 プロファイル
管理ツールは、WebSphere Application Server インストールの bin/
ProfileManagement ディレクトリーにあります。
詳しくは、IBM WebSphere Application Server Network Deployment の資料を参照し
てください。
方式
プロファイル管理ツールの使用

手順
1

v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『カスタム・プロファイルの作成』を
お読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『カスタム・プロファイルの作成』を
お読みください。

manageprofiles コマンド・ライン・ツールの v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere
使用
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『manageprofiles コマンド』をお読み
ください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere
Application Server Network Deployment イ
ンフォメーション・センターにアクセスし
て、『manageprofiles コマンド』をお読み
ください。
1

プロファイル管理ツールを使用する場合、カスタム・プロファイルの作成時に以
下のガイドラインに従ってください。
v 「フェデレーション」パネルで、ホスト名とポート情報がデプロイメント・マネ
ージャーと確実に一致するようにしてください (デフォルト情報は localhost およ
び 8879)。「後でこのノードを統合する」チェック・ボックスが選択されていな
いことを確認してください。デプロイメント・マネージャーの可用性が検証でき
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た場合、ノードを後でフェデレートします。管理セキュリティーがまだ有効でな
いため、デプロイメント・マネージャーにユーザー名とパスワードを入力しては
いけません。
v 多くの場合、「標準プロファイルの作成」オプションを選択します。デプロイメ
ント・マネージャー・プロファイルのデフォルト属性 (ポート番号、あるいはデ
プロイメント・マネージャー・プロセスを Microsoft Windows サービスとして実
行するかどうかなど) を変更する場合、「拡張プロファイルの作成」オプション
を選択します。

例
次の例は、UNIX 環境で manageprofiles コマンドを使用してカスタム・プロファ
イルを作成する方法を示しています。
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/managed/
-profileName <profile_name> -dmgrHost <dmgr_host_name> -dmgrPort <dmgr_port_number>

次のタスク
クラスターおよびクラスター・メンバーを作成します。

アプリケーション・サーバーのクラスターおよびクラスター・メンバ
ーの作成
IBM WebSphere 管理コンソールを使用して、1 つのクラスター・メンバー定義の付
いたクラスターを作成します。

始める前に
1. HTTP セッション・パーシスタンスをデータベース・ベース・パーシスタンスと
一緒に使用する場合、アプリケーション・サーバーを別に構成する必要がありま
す。その後、クラスターを作成できます。
2. 管理対象サーバー (まだクラスターの一部になっていない) を作成し、HTTP セ
ッション・データベース・パーシスタンスを使用するように構成します。
3. 使用可能になったデータベース・ベース・パーシスタンスを使用して HTTP セ
ッションを構成すると、クラスターを作成して、新らしく構成された管理対象サ
ーバーを初期クラスター・メンバーとして使用できます。
4. クラスター環境で HTTP セッションを管理するのに使用可能な、次のメソッド
のうちのいずれかを選択する必要があります。HTTP セッション・メモリー間レ
プリケーション、または HTTP セッション・データベース・ベース・パーシス
タンスです。両方のメソッドによって、HTTP セッション・データは、クラスタ
ー・メンバーが失敗した場合にも、確実に耐えることができます。
注: HTTP セッション・メモリー間レプリケーションは、セットアップがより容易
です。HTTP セッション・メモリー間レプリケーションを使用する場合、IBM
WebSphere Application Server Network Deployment 管理コンソールにクラスターを
作成する際に、「ステップ 1: 基本クラスター情報の入力」ウィンドウで、「HTTP
セッション・メモリー間レプリケーションの構成」チェック・ボックスを選択しま
す。デフォルトで、IBM InfoSphere Information Server インストレーション・プロセ
スは、HTTP セッションが既にデータベース・ベース・セッション・パーシスタン
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スによって構成されたかどうかを検出します。まだ構成されていない場合、このチ
ェック・ボックスが選択されていなくても、HTTP セッション・メモリー間レプリ
ケーションが自動的に構成されます。

このタスクについて
1 つのクラスター・メンバーを作成して、開始します。IBM InfoSphere Information
Server をインストールすると、追加のクラスター・メンバーを作成できます。新し
いクラスター・メンバーを追加する方法について詳しくは、インストール後情報を
参照してください。
要確認: セル内で定義されるクラスターが存在できるのは 1 つのみです。(それぞれ
の専用セル内にそれぞれの InfoSphere Information Server クラスターをデプロイす
る必要があります。) セルには、他のタイプのサーバーを入れることはできませ
ん。組み込まれるのは、InfoSphere Information Server クラスター、IBM InfoSphere
Master Data Management (MDM) サーバー、InfoSphere Information Server スタンド
アロン・サーバー、または J2EE アプリケーションを実行する、いずれかの標準的
アプリケーション・サーバー・インスタンスです。詳しくは、 222 ページの
『InfoSphere Information Server に対する WebSphere Application Server クラスター
の実装』を参照してください。

手順
IBM WebSphere Application Server Network Deployment 管理コンソールを使用し
て、クラスターとクラスター・メンバーを作成します。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『クラスターの作成』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『クラスターの作成』をお読みください。
レプリケーション・ドメイン:
クラスターおよびクラスター・メンバーを作成する場合、クラスターを作成するの
に使用されるさまざまなレプリケーション・ドメインを理解することが有益です。
いくつかのレプリケーション・ドメインが、IBM InfoSphere Information Server クラ
スター内で使用されます。
v HTTP セッション管理にメモリー間レプリケーション・アプローチを選択する
と、レプリケーション・ドメインは、クラスター全体にわたって HTTP セッショ
ン情報およびステートフル EJB 状態を複製します。
v 別のタイプのレプリケーション・ドメインは、キャッシュ・データ (InfoSphere
Information Server スイートの一部であるデータ・キャッシュ・アプリケーショ
ン) を複製するのに使用されます。
両方のタイプのレプリケーション・ドメインは、すべてのクラスター・メンバーに
キャッシュ・データを複製します (フルドメイン 戦略)。レプリケーション・ドメイ
ンは、InfoSphere Information Server のインストール中に自動的に作成されます。イ
ンストールに際して、デフォルトの IBM WebSphere Application Server 設定が使用
されます。これらの設定は、InfoSphere Information Server のインストール後に、
WebSphere Application Server 管理コンソールから変更できます。
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フロントエンド Web サーバーのインストール
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に、フロ
ントエンド Web サーバーをインストールして構成します。それによって、さまざ
まな InfoSphere Information Server アプリケーションを、フロントエンド Web サー
バーに自動的にマップできます。

始める前に
IBM WebSphere Application Server Network Deployment のバージョンに従って、イ
ンストールする Web サーバーおよび Web サーバー・バージョンがいずれであるか
を決定します。
資料を検討します。
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html

このタスクについて
次のステップでは、IBM HTTP Server バージョン 7.0 および 8.0 をインストール
する方法を説明します。Apache HTTP Server をインストールする方法に関する情報
については、Apache HTTP Server の資料を参照してください。

手順
1. Web サーバー・トポロジーのダイアグラムとロードマップを決定します。
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tins_road_plugins.html。
2. Web サーバーを、ローカル側またはリモート側のいずれでインストールするか
を選択します。
v 開発およびテスト環境については、IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 管理対象ノードをホストするコンピューターに、Web サ
ーバーをローカル側でインストールするように選択してください。そのように
する場合、Web サーバー・プラグイン・ファイル plugin-cfg.xml は、IBM
WebSphere Application Server によって自動的に Web サーバーに伝搬されま
す。
v 実稼働環境については、専用化サーバーに、リモート側で Web サーバーをイ
ンストールします。フロントエンド Web サーバーは、通常、DMZ のファイ
アウォールの外側にあるので、フロントエンド Web サーバーは、分離した専
用化コンピューターに、リモート側でインストールされる必要があります。
Web サーバーがインストールされているコンピューターに、ファイル
plugin-cfg.xml を手動でコピーします。(詳細は、「IBM InfoSphere
Information Server 管理ガイド」を参照してください。)
3. IBM HTTP Server をインストールします。
v 7.0 の場合、IBM HTTP Server のインストール のステップに従います。
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.ihs.doc/info/ihs/ihs/tihs_installihs.html
4. Web サーバー・プラグイン・モジュールをインストールします。
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v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tins_webplugins.html。
ワークロード・マネージャー・プラグイン・バイナリー・ファイルをインストー
ル後、configure<webserver_name> スクリプトを実行して、WebSphere
Application Server で Web サーバー定義を作成します。
v UNIX では、スクリプトは、configure<webserver_name>.sh です。
v Microsoft Windows では、スクリプトは、configure<webserver_name>.bat で
す。
注: リモート・インストールの場合、スクリプトを実行することによって、非管
理対象ノードをも作成します。
5. Web サーバーを構成して、エンコード・スラッシュを受け入れます。 469 ペー
ジの『InfoSphere Information Server コンソールまたは InfoSphere Information
Server Web コンソールからレポート結果を表示できない』を参照してくださ
い。

次のタスク
これで、バックアップ・ロード・バランサー、バックアップ Web サーバー、ファ
イアウォール、およびキャッシュ・プロキシーなど、追加コンポーネントをインス
トールできます。外部ベンダーの資料を参照してください。

フロントエンド・ロード・バランサーのインストール (オプション)
インストール済み環境で非常に高い可用性が必要である場合、IBM WebSphere
Application Server クラスター・インストール済み環境で、Web サーバーの前にロー
ド・バランサーをインストールします。この構成は IP スプレイヤー・トポロジー
と呼ばれます。

このタスクについて
フロントエンド・ロード・バランサーをインストールするためのステップは、外部
ベンダーに固有であり、この資料では提供されていません。
ロード・バランサーとクラスターの間に Web サーバーを置かずに、WebSphere
Application Server の前に直接ロード・バランサーをインストールすることはしませ
ん。WebSphere Application Server ワークロード管理プラグインが付いた Web サー
バーは、ノードの追加または削除などの、クラスター・トポロジーでの変化を調整
します。ロード・バランサーにはこの機能がなく、手動で再構成する必要がありま
す。
ロード・バランサーにおけるセッション・アフィニティーを確実に構成してくださ
い。セッション・アフィニティーを達成するには、いくつかのメソッドがありま
す。選択するメソッドは、使用する製品と、構成する転送メカニズムによって異な
ります。メカニズムには、メディア・アクセス制御 (MAC) アドレス転送、ネット
ワーク・アクセス・トランスレーション/ネットワーク・アドレス・ポート・トラン
スレーション (NAT/NAPT) 転送、およびコンテンツ・ベース転送が含まれます。レ
イヤー 2 ロード・バランサー (MAC レイヤーで操作するロード・バランサー)
は、一般的に、「ソース IP アドレスのスティッキー使用」アプローチを使用し
て、セッション・アフィニティーを達成します。レイヤー 3 および、より高位のロ
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ード・バランサー (IP レイヤーおよび高位で操作するロード・バランサー) は、一
般的に、パッシブ Cookie またはコンテンツ・ベース技法を使用して、セッショ
ン・アフィニティーを達成します。HTTP サーバーとのセッション・アフィニティ
ーは、通常、これらの技法を使用して実現されます。

次のタスク
ロード・バランサーをインストールすると、バックアップ・ロード・バランサーや
ファイアウォールなど、必要とする任意の追加コンポーネントをインストールでき
ます。

インストール・プログラムの実行 (クラスター・インストール)
システムの構成後、IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを
実行します。

始める前に
v すべての WebSphere Application Server プロセスが、デプロイメント・マネージ
ャーをインストールするコンピューター、および管理対象ノードをホストする、
すべてのコンピューターで、確実に、正しい ulimit 設定で開始するようにしてく
ださい。
次の行をファイル /etc/profile に追加します。
ulimit -n 10240

v 確実に、ファイアウォールが、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment セル内にデプロイされないようにしてください。
v デプロイメント・マネージャー・プロセスが実行中であることを確認してくださ
い。
ヒント: デプロイメント・マネージャーが実行中であるかどうかは、WebSphere
Application Server 管理コンソールを開始することによって確認できます。ログイ
ン画面が適切に表示される場合、デプロイメント・マネージャー・プロセスは実
行しています。エラーが表示されたり、空白画面が表示されたりする場合、ディ
レクトリー <dmgrProfileName>/bin の下に配置されている startManager コマン
ドを使用して、デプロイメント・マネージャーを開始できます。
v 作成された管理対象ノードとノード・エージェントが両方とも実行していること
を確認します。
ヒント: ノード・エージェントが実行中であるかどうかは、WebSphere
Application Server 管理コンソールにログインして、「システム管理」 > 「ノー
ド・エージェント」とクリックすることによって検査できます。ディレクトリー
<customProfileName>/bin の下にある startNode WebSphere Application Server
コマンドを使用して、ノード・エージェントを開始できます。
v 少なくとも 1 つのメンバーがある、1 つのクラスターが作成されたかどうかを検
査します。
注: 単一ノード・クラスターに IBM InfoSphere Information Server をインストー
ルして、インストール後に、新しい管理対象ノードとクラスター・メンバーを追
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加することによってクラスターを拡張してください。新しいカスタム・プロファ
イルを追加する方法について詳しくは、インストール後の管理タスクを参照して
ください。
v フロントエンド Web サーバーおよびプラグイン・モジュールがインストールさ
れている必要があります。

手順
1. コンピューター上で実行している可能性のあるファイアウォールを無効にして、
全インストール中、ファイアウォールが確実に無効になっているようにします。
インストールの完了後、ファイアウォールを再度有効にできます。
2. デプロイメント・マネージャー・プロセスをホストするコンピューターで、
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行します。
a. 次の資料: IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアのインストールに
あるステップを使用します。
b. 「WebSphere Application Server の選択」パネルで、「既存のインスタンスを
構成」を選択します。
3. WebSphere Application Server Deployment Manager のプロファイルを選択しま
す。 インストール・プログラムは、クラスター・インストールであり、スタン
ドアロン・インストールでないことを検出します。
4. インタビュー処理に当たって、サービス層のホスト名とポートに対する何らかの
要求のために、フロントエンド・ディスパッチャーのホスト名とポート番号を指
定します。特定のアプリケーション・サーバー・クラスター・メンバーに、9080
などのポートを指定しないでください。クラスター・メンバーに対する特定のポ
ート番号は、高可用性、および要求についての十分なディスパッチングには許可
されていません。要求が特定のクラスター・メンバーに誘導されてしまうからで
す。この構成は、エンジン層のインストールの際に、サービス層のホスト名とポ
ート番号を指定する場合に、特に重要です。

次のタスク
InfoSphere Information Server のクラスター・インストールに対して、WebSphere
Application Server を構成すると、WebSphere Application Server クラスターを管理
できます。詳細は、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してく
ださい。
注: MetadataServer スクリプトをスタンドアロン (非クラスター) 環境で実行すると
きに、このスクリプトは次のシステム設定を設定します。
v uname setting: ulimit -n 10240
v uname setting: unset LDR_CNTRL
これらの設定は、クラスターが開始される際には設定されません。必要に応じて、
これらの設定を、クラスター環境に手動で作成できます。MetadataServer スクリプ
トは、デプロイメント・マネージャーをホストするコンピューターのディレクトリ
ー ASBServer/bin に存在します。
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フロントエンド・ディスパッチャーのロケーションの変更
フロントエンド・ディスパッチャーのロケーションまたは構成を変更する場合、い
くつかの追加ステップを完了する必要があります。この構成後タスクには、すべて
の層に存在する 2 つのファイルの更新が含まれます。

このタスクについて
インストール処理に当たって、高可用性のインストールに対して、フロントエン
ド・ディスパッチャーのホスト名とポート番号を入力する必要があります。この情
報は、IBM InfoSphere Information Server を構成するインストール・プログラムによ
って使用されます。フロントエンド・ディスパッチャーを変更したときは (例え
ば、ディスパッチャーを他のマシンに再配置したり、あるいは、Web サーバーをロ
ード・バランサーと置換するなど) 、registered-servers.xml ファイルと
Version.xml ファイルの中で、新しいホスト名とポート番号に更新する必要があり
ます。
そのサービス層に登録されているすべてのエンジン層コンピューター上で、これら
のファイルを更新する必要があります。また、デプロイメント・マネージャーをホ
ストするサービス層システム上のファイル Version.xml を更新します。

手順
1. 各エンジン層コンピューターで、registered-servers.xml ファイルの中で、正
しいフロントエンド・ディスパッチャーのホスト名とポート番号に更新します。
ファイル /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.5.0.0/registered-servers.xml または
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥eclipse¥plugin¥
com.ibm.isf.client_8.5.0.0¥registered-servers.xml の中で、次の
<asb-server> エレメントを更新します。ここで、dispatcher_hostname はフロン
トエンド・ディスパッチャーの新しいホスト名で、dispatcher_port はフロント
エンド・ディスパッチャーの新しい HTTP ポートです。
<asb-server name="domain_name"
host-name="dispatcher_hostname"
port="dispatcher_port"
is-primary-server="true"/>

重要: クライアントをインストールしたエンジン層システムでは、ファイル
registered-servers.xml に複数のエレメント <asb-server> が存在することが
あります。これらのインスタンスは、このクライアント・システムから正常にロ
グインした各サービス層のホスト名とポート番号を表します。これは、クライア
ント・ログイン・ページに表示されるサービス層のリストのソースです。フロン
トエンド・ディスパッチャーの変更によって影響を受けたサービス層のホスト名
とポート番号のみ更新します。
注: 調べようとするファイルで、ファイル registered-servers.xml に
is-primary-server="true" の付いたエレメント <asb-server> がない場合、エ
ンジン層にログインしていないことになります。クライアント層におけるファイ
ルの構成に関する情報については、このトピックの最後のステップを参照してく
ださい。
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2. 正しいフロントエンド・ディスパッチャーのホスト名とポート番号で、
Version.xml ファイルを更新します。
ファイル /opt/IBM/InformationServer/Version.xml または
C:¥IBM¥InformationServer¥Version.xml の中で、次の <asb-server> エレメント
を更新します。ここで、dispatcher_hostname はフロントエンド・ディスパッチ
ャーの新しいホスト名で、dispatcher_port はフロントエンド・ディスパッチャ
ーの新しい HTTP ポートです。
サービス層およびエンジン層コンピューター上の Version.xml を変更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.server.host"
persistent="true" readonly="false" value="dispatcher_hostname"/>
...
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.host"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_hostname"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="dispatcher_port"/>

注: was.default.host.port パラメーターが表示されるのは、組み込みバージョ
ンの IBM WebSphere Application Server を使用している場合です。 WebSphere
Application Server をプリインストールしている場合、このパラメーターは
Version.xml ファイルにリストされません。
3. エンジン層で、エージェント処理およびエンジン処理をリサイクルします。
「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してください。
4. クラスターおよびクラスター・メンバーを再始動します。「IBM InfoSphere
Information Server 管理ガイド」を参照してください。
5. http://dispatcher_hostname:dispatcher_port にアクセスして、InfoSphere
Information Server Web コンソールにログインできるかどうか確認してくださ
い。

サービスとして実行するクラスターの構成 (Windows)
IBM WebSphere Application Server クラスターを構成して、サービスとして実行し
ます。WebSphere Application Server クラスターをサービスとして実行する場合、ク
ラスターは、失敗後に自動的に再実行して、Microsoft Windows からログアウト後も
プロセスをアクティブに保ちます。

このタスクについて
サービスとして WebSphere Application Server クラスターを実行するには、以下の
利点があります。
v 失敗の場合に自動的な再実行が可能
v Microsoft Windows システム・アカウントからログアウト後も、クラスター・メ
ンバーのプロセスをアクティブのままにすることが可能

手順
1. 1 つまたは複数のノード・エージェントを構成し、WASService コマンド・ライ
ン・ツールを使用して、サービスとして実行します。
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v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『WASService コマンド』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『WASService コマンド』をお読みください。
次のコード例では、デフォルトのユーザー ID として、ローカル・システム・ア
カウント SYSTEM を使用します。別のアカウントを使用する場合は、-userid オ
プションを使用して、独自のユーザー ID を指定できます。
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\bin>WASService
-add "myNode01" -servername nodeagent
-profilePath C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01
-wasHome C:\IBM\WebsphereND70\Appserver
-logFile C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\
logs¥nodeagent¥startNode.log
-logRoot C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\nodeagent
-restart true -startType automatic
Adding Service: ImyNode01
Config Root: C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\config
Server Name: nodeagent
Profile Path: C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01
Was Home: C:\IBM\WebsphereND70\Appserver\
Start Args:
Restart: 1
IBM WebSphere Application Server V7.0 - myNode01 service successfully added.

2. クラスター・メンバーを構成して、自動的に再実行します。
a. WebSphere 管理コンソールにログインします。
b. 「サーバー」 > 「アプリケーション・サーバー」 > 「server_name」とクリ
ックします
c. 「Java とプロセス管理」を展開して、「ポリシーのモニター」を選択しま
す。
d. ノードの再実行状態を「RUNNING」に変更します。
e. 「OK して保存」をクリックします。
クラスター内の各サーバーごとにこのステップを繰り返します。
3. stopNode コマンドを使用して、ノード・エージェントをシャットダウンしま
す。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『stopNode コマンド』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『stopNode コマンド』をお読みください。
4. WebSphere 管理コンソールを使用して、クラスターをシャットダウンします。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『クラスターの停止』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『クラスターの停止』をお読みください。
5. Windows Services Console を使用して、ノード・エージェントを開始します。
クラスターが自動的に再実行します。
注: ステップ 1 (234 ページ) で WASService コマンドを実行したときに、異なる
アカウントを指定していない限り、ノード・エージェントおよびクラスター・メ
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ンバーは、これで、独自のユーザー・アカウントの代わりにローカル・システ
ム・アカウントというコンテキストで実行します。
ここで、Windows ユーザー・アカウントから安全にログアウトでき、クラスタ
ーは実行を継続します。

WebSphere Application Server の既存の非クラスター・インス
トールのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server の新しい IBM WebSphere Application Server イ
ンスタンスをインストールする代わりに、 InfoSphere Information Server と一緒に
使用するように既存のインストールを構成することができます。

始める前に
WebSphere Application Server のインストールは、以下の要件を満たす必要がありま
す。
v サービス層をインストールするコンピューターと同じコンピューター上になけれ
ばなりません。
v サポートされるバージョンでなければなりません。www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を参照してください。
InfoSphere Information Server は、 WebSphere Application Server Extended
Deployment (XD) も WebSphere Application Server 基本バージョンもサポートしま
せん。

手順
InfoSphere Information Server をインストールする前に、 WebSphere Application
Server インストールを構成します。
1. コマンド・プロンプトで、以下のいずれかのコマンドを入力し、サポートされる
バージョンの WebSphere Application Server と Java SDK があることを確認しま
す。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/bin/
versionInfo.sh
/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/java/bin/
java -fullversion

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
versionInfo.bat
C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
java -fullversion

これらのコマンドから返された値をシステム要件にあるバージョン番号と比較し
て、サポートされるバージョンであるかどうか判断します。サポートされるバー
ジョンが存在しない場合には、 InfoSphere Information Server と一緒に使用する
ように構成しないでください。
2. 管理セキュリティーを使用不可にした、新しいアプリケーション・サーバー・プ
ロファイルを作成します。 プロファイルの作成については、WebSphere
Application Server の文書を参照してください。
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v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『z/OS 以外のオペレーティ
ング・システムにおけるプロファイルの管理』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『z/OS 以外のオペレーティ
ング・システムにおけるプロファイルの管理』をお読みください。
3. オプション: HTTPS 用にフロントエンド HTTP サーバーを手動で構成します。
WebSphere Application Server の資料に記載された説明に従ってください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『通信の保護』をお読みくだ
さい。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server Network Deployment
インフォメーション・センターにアクセスして、『通信の保護』をお読みくだ
さい。

エンジン層ターゲット・コンピューターのロケールおよび文字エンコードの
設定
インストール・プログラムは、ターゲット・コンピューターのロケールおよびエン
コードの情報を使用して、言語サポートを提供できるかどうかを判別します。英語
以外の言語の場合、ロケールおよびエンコードを必ず正しく設定しておく必要があ
ります。

このタスクについて
グローバリゼーション (NLS) サポートを使用可能にして IBM InfoSphere
Information Server をインストールすると、インストール・プログラムは、ターゲッ
ト・コンピューターのロケールおよびエンコードに最適なグローバリゼーション構
成を選択します。サーバー・ジョブの実行およびコンパイルが正常に行われるよう
にするには、サポートされるロケールおよびエンコードがターゲット・コンピュー
ターで使用されていることを確認してください。 Linux および UNIX インストー
ルでは、エンコードを UTF-8 に設定して、さまざまな言語をサポートできます。
サポートされるロケールおよびエンコードを使用するようにターゲット・コンピュ
ーターを設定しない場合は、インストール・プログラムは、グローバリゼーショ
ン・サポートを含めて、英語用の InfoSphere Information Server を構成します。

手順
Windows

Windows でのロケールの設定の詳細は、Microsoft の資料を参照してくだ

さい。
Linux

UNIX

Linux または UNIX でロケールを設定するには、次のように

します。
1. コンピューターにログインします。
2. 以下のコマンドを入力して、現在のロケールを判別します。
locale

3. 以下のコマンドを入力して、使用可能なすべてのロケールをリストします。
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locale -a

locale および locale -a で返されるロケール名は、完全なロケール名またはロ
ケール名の別名である可能性があります。完全なロケール名には、最後の構成要
素にエンコード名が含まれます。例えば、完全なロケール名の「ja_JP.utf8」に
は、最後の構成要素にエンコード名 utf8 が含まれています。ロケール名の別名
には、エンコード名は含まれません。エンコードを判別するには、以下のコマン
ドを実行します。
LANG=alias_name locale charmap

ここで、alias_name は、別名です。例えば、以下のコマンドは、ロケール ja_JP
で utf8 エンコードを使用するシステムで、utf8 を返します。
LANG=ja_JP locale charmap

4. サポートされるロケールおよびエンコードをターゲット・コンピューターで使用
していない場合は、 IBM InfoSphere Information Server でサポートされる、ご使
用のコンピューターで使用可能な組み合わせに LANG 値を変更します。 ロケー
ルおよびエンコードを変更するには、以下のフォーマットで export コマンドを
実行します。
export LANG={locale.charmap}
export LC_ALL={locale.charmap}

例えば、以下のコマンドは、ロケールを ja_JP に、エンコードを UTF-8 に変更
します。
export LANG=ja_JP.utf8
export LC_ALL=ja_JP.utf8

IBM InfoSphere Information Server によってサポートされる文
字エンコード
サーバー・ジョブが正しく実行およびコンパイルされるために、ターゲット・コン
ピューターのオペレーティング・システムは、インストール時に使用されたグロー
バリゼーション構成でサポートされるエンコードを使用しなければなりません。タ
ーゲット・コンピューターのオペレーティング・システムがサポートされる文字エ
ンコードを使用することを確認します。
次の表は、さまざまなオペレーティング・システムで InfoSphere Information Server
によってサポートされる言語とエンコードをリストしています。詳しくは、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド を参照して
ください。
表 57. InfoSphere Information Server でサポートされるエンコード

グローバリゼーシ
ョン構成名

言語
中国語

238

DS-CHINESESIMPLIFIED

サポートさ
サポートされ
れる
Windows エ る Linux エン
コード
ンコード
MS936
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EUC-CN、
GB18030、
GB2312、
GBK、
IBMEUCCN

サポートされる
サポートされる サポートされ
HP-UX エンコ る AIX エンコ UNIX エンコ
ード
ード
ード
GB2312、
XEUCCN

EUC-CN、
GB18030、
GB2312、
GBK、
IBMEUCCN

EUC-CN、
GB18030、
GB2312、
GBK、
IBMEUCCN

表 57. InfoSphere Information Server でサポートされるエンコード (続き)

言語

グローバリゼーシ
ョン構成名

サポートさ
サポートされ
れる
Windows エ る Linux エン
コード
ンコード

サポートされる
サポートされる サポートされ
HP-UX エンコ る AIX エンコ UNIX エンコ
ード
ード
ード

中国語

DS-CHINESESIMPLIFIED-UTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

中国語 (繁体
字)

DS-CHINESETRADITIONAL

MS950

BIG5

BIG5

BIG5

BIG5

中国語 (繁体
字)

DS-CHINESETRADITIONALUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

英語

DS-ENGLISH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

英語

DS-ENGLISHUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

フランス語

DS-FRENCH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

フランス語

DS-FRENCH-UTF8 UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

ドイツ語

DS-GERMAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ドイツ語

DS-GERMANUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

イタリア語

DS-ITALIAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

イタリア語

DS-ITALIAN-UTF8 UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

日本語

DS-JAPANESE

MS932,
MS31J

日本語

DS-JAPANESEEUC

サポート対
象外

EUC-JP、
EUC、
IBM33722、
IBM33722C、
IBMEUCJP、
UJIS、
XEUCJPOPEN

サポート対象外 サポート対象
外

日本語

DS-JAPANESESJIS

IBM932、
IBM943、
IBM943C、
PCK、
SHIFT_JIS、
SJIS

IBM932、
IBM943、
IBM943C、
PCK、
SHIFT_JIS、
SJIS

IBM932、
IBM943、
IBM943C、
PCK、
SHIFT_JIS、
SJIS

IBM932、
IBM943、
IBM943C、
PCK、
SHIFT_JIS、
SJIS

日本語

DS-JAPANESEUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

韓国語

DS-KOREAN

MS949

EUC、EUC-KR EUC-KR

KSC5601

KSC5601

韓国語

DS-KOREAN-UTF8 UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

ポルトガル語

DS-PORTUGUESE- MS1252
BRAZILIAN

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ポルトガル語

DS-PORTUGUESE- UTF-8
BRAZILIAN-UTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

スペイン語

DS-SPANISH

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

MS1252

サポート対象外
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表 57. InfoSphere Information Server でサポートされるエンコード (続き)
サポートさ
サポートされ
れる
Windows エ る Linux エン
コード
ンコード

サポートされる
サポートされる サポートされ
HP-UX エンコ る AIX エンコ UNIX エンコ
ード
ード
ード

言語

グローバリゼーシ
ョン構成名

スペイン語

DS-SPANISH-UTF8 UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

タイ語

DS-THAI

TIS620

TIS620

TIS620

TIS620
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第 2 部 IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアのイ
ンストール
IBM InfoSphere Information Server のインストール済み環境を作成するか、パッチま
たはフィックスパックで既存のインストール済み環境を更新できます。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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第 5 章 IBM InfoSphere Information Server のインストールの
準備
InfoSphere Information Server をインストールする前に、適切なインストール・メデ
ィアがあること、およびコンピューターでインストールの準備ができていることを
確実にしてください。

IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアの取得
最初の準備ステップは、InfoSphere Information Server ソフトウェアおよび該当する
フィックスパックを取得することです。

始める前に
インストール・メディアとの接続の中断を懸念しなくてもよいように、ローカル・
ファイル・システムまたは光ディスク・ドライブにインストール・メディアの内容
をコピーします。コピーした場所からインストール・プログラムを実行します。

このタスクについて
InfoSphere Information Server のインストールのためのインストール・メディアとし
て、物理的な CD、または、パスポート・アドバンテージからダウンロード可能な
インストール・イメージ・ファイルを使用できます。フィックスパックは、Fix
Central からダウンロード可能なインストール・イメージ・ファイルを使用できま
す。

手順
1. インストール・メディアを取得します。
オプション

説明

物理的な形式のインストール・メディアがあ
る場合

すべてのインストール・ディスクがあること
を確認します。

物理的な形式のインストール・メディアがな
い場合

インストール・イメージ・ファイルをパスポ
ート・アドバンテージからダウンロードしま
す。 Knowledge Collection サポート文書を使
用して、使用しているオペレーティング・シ
ステムと構成に該当するイメージ・ファイル
を判別してください。

2. 適用できるフィックスパックがあれば、Fix Central からダウンロードします。
3. インストール・イメージ・ファイルをダウンロードした場合、インストール・イ
メージ・ファイルをそれぞれの層コンピューターに解凍します。
イメージ内のファイルの損傷を避けるため、ファイルの解凍に Microsoft
Windows 圧縮解除ユーティリティーの「すべて抽出 (Extract All)」機能は使用
しないでください。WinZip などの別の標準圧縮解除ユーティリティーを使用し
てください。
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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ブラウザーの構成
インストール・プログラムを正常に実行するには、ブラウザーを構成する必要があ
ります。

すべてのブラウザー
v サポートされているブラウザーを使用していることを確認してください。詳細に
ついては、www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を
参照してください。
v JavaScript が使用可能になっていることを確認してください。

Microsoft Internet Explorer
コンピューターのセキュリティー・ゾーンの設定が、インストール・プログラムを
実行できるようになっていることを確認してください。
1. Microsoft Internet Explorer の「ツール」メニューで、「インターネット オプシ
ョン」を選択します。
2. 「セキュリティ」タブをクリックします。
3. 「信頼済みサイト」アイコンをクリックします。
4. 「サイト」をクリックします。
5. 「この Web サイトをゾーンに追加する」フィールドに、「http://hostname」
と入力します。ここで、hostname は、インストール・プログラムを実行するコ
ンピューターのホスト名です。
6. 「追加」をクリックします。
7. 「OK」をクリックします。
8. 「OK」をクリックします。

Mozilla Firefox
イメージが自動的にロードされ、JavaScript が使用可能であることを確認してくださ
い。
1. 「ツール」メニューで、「オプション」をクリックします。「オプション」ウィ
ンドウが表示されます。
2. 「コンテンツ」をクリックします。
3. 「イメージを自動的にロードする」にチェック・マークを付けます。
4. 「JavaScript を有効にする」にチェック・マークを付けます。
5. 「OK」をクリックします。

インストール・プログラムの実行準備
インストールの作成、あるいは製品モジュールまたは層の追加のためにインストー
ル・プログラムを実行する前に、コンピューターにインストールの準備ができてい
ることを確認します。また、重要なデータをバックアップします。
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始める前に
Pluggable Authentication Modules (PAM) は、ターゲット・コンピューター上にイン
ストールされる必要があります。PAM の構成方法について詳しくは、www.ibm.com
の『PAM を理解し、構成する』を参照してください。
Windows Script Engine の有効なインストールがあることを確認します。詳細は、
Microsoft の資料を参照してください。さらに、次のディレクトリーがシステム・パ
スに入っており、ターゲット・コンピューター上に存在していることを確認してく
ださい。Java 実行可能ファイルへのパスがあれば、システム PATH から削除しま
す。
v %SystemRoot%¥
v %SystemRoot%¥system32
v %SystemRoot%¥system32¥wbem

手順
各ターゲット・コンピューターについて、次の手順に従います。
1. システムをバックアップします。
a. すべての重要なデータをバックアップします。
b. ご使用のコンピューターがすでにインスタンスをホストしている場合、IBM
InfoSphere Information Server の既存のインスタンスをバックアップしま
す。
c. 以下のディレクトリーをバックアップします。
v /etc/services、/etc/inittab、/etc/passwd、および /etc/group をバッ
クアップします。
v Microsoft Windows レジストリーと C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc
ディレクトリーをバックアップします。
2. コンピューター上の以前の InfoSphere Information Server インストール済み環
境を削除した場合は、続行する前にコンピューターをリブートします。
3. インストール・プログラムは、以下の環境変数によって定義される場所に、必
要な一時ファイルを書き込みます。
オペレーティング・システム

環境変数

Linux、UNIX

TMP

Windows

%temp%

一時ファイルを別の一時ディレクトリーにリダイレクトしたい場合は、ルー
ト・インストール・ディレクトリーの .jvm_args_debug ファイルを .jvm_args
にコピーし、新規ファイルを編集して既存の内容を削除してください。次に、
新規一時ディレクトリーで次の行を追加します。
-Djava.io.tmpdir=installation_program_tempdir

インストールの完了後、一時ディレクトリー内にあるインストール・ログ・フ
ァイルは削除しないでください。これらのファイルは、トラブルシューティン
グおよび検査のために保存しておいてください。
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4. WebSphere Application Server は Security Enhanced Linux (SELinux) と互換性
がないため、InfoSphere Information Server をインストールする前に、SELinux
を使用不可にするか、permissive モードに設定します。 SELinux を使用不可に
設定する方法の詳細は、Linux の資料を参照してください。
5. Advanced Security オプションは、Oracle データベース・システムではサポート
されません。このオプションがオンになっている場合は、InfoSphere Information
Server のインストールの前にオフにしてください。
6. クライアント層またはエンジン層のインストールでは、UNIX および Linux の
互換性を確保するために MKS ツールキット・ソフトウェアをインストールし
た場合、InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前
に、MKS ツールキット・ソフトウェアをアンインストールし、コンピューター
をリブートします。
7. InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジまたはコネクターを使用してメ
タデータをインポートするか、または Import Export Manager を使用してメタ
データをエクスポートするために、次の表のステップを実行します。 詳しく
は、 77 ページの『メタデータをインポートおよびエクスポートするための
InfoSphere Metadata Asset Manager とブリッジのインストール』を参照してく
ださい。
オプション

説明

InfoSphere Metadata Asset Manager でのブ
リッジおよび Import Export Manager を使
用する

1. InfoSphere Information Server インストー
ル・プログラムを実行する前に、クライ
アント層 Microsoft Windows コンピュー
ターから、ブリッジの既存インストール
を削除します。詳しい方法については、
ブリッジのシステム要件
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?
&uid=swg27021981) を参照してくださ
い。
2. Microsoft XML Core Services (MSXML)
4.0 Service Pack 2 をターゲット・コンピ
ューターにインストールします。
3. インストール・プログラムの実行時に、
クライアント層に対して「メタデータ交
換エージェントおよびブリッジ
(Metadata interchange agent and
bridges)」を選択します。

InfoSphere Metadata Asset Manager でコネ
クターを使用する

インストール・プログラムを実行するとき
に、InfoSphere DataStage and QualityStage を
エンジン層にインストールします。

8. 既存のインスタンスがあるコンピューターに InfoSphere Information Server の
インスタンスをインストールする場合、スケジュールされたジョブ、スケジュ
ールされたタスク、スケジュールされたレポート、および使用可能になった
IBM InfoSphere Information Services Director アプリケーションをすべて使用不
可にします。
9. インストールを開始する前に、ファイアウォール・ソフトウェアとアンチウィ
ルス・ソフトウェアを使用不可にします。
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10. WebSphere Application Server クラスタリングを含むインストールの場合:
v ノード・エージェントを含めたすべて管理プロセスは、インストールより前
に開始している必要があります。また、ulimit コマンドを使用して、十分な
ファイル記述子リソースがプロセスに割り振られている必要があります。
231 ページの『インストール・プログラムの実行 (クラスター・インストー
ル)』を参照してください。
v クラスターを開始および停止できることと、ノード・エージェントを再始動
できることを確認します。「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」
を参照してください。
v Web サーバーを停止および開始できることを確認します。
v 最良の結果を出すには、1 つのデプロイメント・マネージャーと 1 つの
WebSphere Application Server ノードを持つクラスターにインストールしま
す。業務上の必要に応じてさらにノードを追加します。これによりインスト
ール後のタスクが決まります。
11. WebSphere Application Server プロセスまたはノード・エージェントが root 以
外のユーザーの下で現在実行中であれば、root 以外のユーザーとしてログイン
してプロセスを停止します。次に、root としてログインし、WebSphere
Application Server インストール・ディレクトリーとプロファイル・ディレクト
リーの所有権を root に変更します。そして、WebSphere Application Server を
root として開始します。
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第 6 章 IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアのイ
ンストール
インストールの計画を立てて、コンピューターを準備したあと、InfoSphere
Information Server インストール・プログラムを使用して、インストール済み環境を
作成します。製品モジュールまたはソフトウェア層を既存のインストールに追加す
る場合も、インストール・プログラムを使用できます。
インストール済み環境でこれらのコンポーネントをスタンドアロンに構成すること
が必要である場合、インストール・プログラムは IBM DB2 および IBM
WebSphere Application Server Network Deployment もインストールできます。ある
いは、インストール・プログラムは、InfoSphere Information Server が、これらのコ
ンポーネントの事前インストールされたインスタンスを使用するようにも、また
は、他のサポートされるデータベース・システムとアプリケーション・サーバーを
使用するようにもセットアップできます。
インストール・プログラムは次のいずれかのモードで実行できます。
グラフィカル・モード
このモードでは、インストール・プログラムは、ターゲット・コンピュータ
ーでローカルに、またはリモートで、標準的な Web ブラウザーの中で実行
されます。インストール・プログラムは、ウィザード・ページを表示して、
オプションを選択できるようにします。オプションを選択すると、プログラ
ムはそれらのオプションをターゲット・コンピューターの応答ファイルの中
に保存します。そのあと、プログラムは前提条件の検査を行います。検査が
正常に終了すると、ソフトウェアがインストールされます。
サイレント・モード
このモードでは、インストール・プログラムはユーザー・インターフェース
を表示しません。代わりに、応答ファイルから設定を読み取ります。前提条
件検査が実行されます。検査が正常に終了すると、ソフトウェアがインスト
ールされます。プログラムは、インストールを実行するときに、レポートを
テキスト・ファイルに保存するか、結果をコンソールに表示します。
重要: 最初のインストール・セッションの間に、今使用するか、将来使用する計画
のあるすべての製品モジュールをインストールしてください。ここで一部の製品モ
ジュールのみをインストールし、その後、修正およびサービス・パックをインスト
ールした場合、後で製品モジュールを追加したときに、修正およびサービス・パッ
クを再インストールする必要がある可能性があります。

ウィザードを使用した IBM InfoSphere Information Server のインストー
ル (グラフィカル・モード)
Web ブラウザーを使用して、ターゲット・コンピューター上でグラフィカル・モー
ドでローカル側からインストール・プログラムを実行することができます。また
は、インストール・プログラムを実行するコンピューターへのネットワーク・アク
セスがある任意のシステム上で、Web ブラウザーを使用することもできます。
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始める前に
インストール・トポロジーを選択し、インストール・チェックリストを確認して、
層コンピューターを準備します。次に、製品メディアを取得し、インストール・プ
ログラムがスムーズに実行されるようにブラウザーを正しく構成してください。

このタスクについて
インストール・プログラムをはじめて開始したときには、非グラフィカル・インタ
ーフェースが表示されます。プログラムは、コンピューター上の必要なものを完備
した Web サーバーを始動します。次に、そのコンピューターまたはリモート・コ
ンピューターで Web ブラウザーを開始して、グラフィカル・インターフェースに
アクセスできます。
インストール・プログラムは、ローカル・コンピューター上に自動的にデフォルト
の Web ブラウザーを立ち上げ、次の図のようにグラフィカル・インターフェース
を表示します。

図 43. Web ブラウザーで開いているインストール・プログラム

ウィザード・ページで設定を入力した後に、プログラムで、設定が応答ファイルに
保存されます。インストール・プログラムを再度実行する場合には、設定を再入力
する代わりに、このファイルから設定をプログラムにロードできます。
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インストール・プログラムの開始
スイート・ソフトウェアのインストールを開始する準備ができたら、インストー
ル・プログラムを実行します。インストール・プログラムがスムーズに実行するこ
とを確実にするには、設定された Java オプションのクリアなどの追加ステップが必
要です。

手順
1. ユーザーがローカルの管理者グループのメンバーであることを確認します。 イ
ンストール・プログラムを実行するには、ローカル管理者であるか、あるいはロ
ーカルの管理者グループに直接割り当てられたローカル・ユーザーである必要が
あります。
a. コマンド・プロンプトを開いて、compmgmt.msc を入力します。
b. ナビゲーション・ペインで、「ローカル ユーザーとグループ 」 > 「グルー
プ」をクリックします。
c. 右のペインで、「Administrators」を右クリックし、「プロパティ」をクリッ
クします。
d. 「Administrators のプロパティ」ウィンドウで、「所属するメンバ」リストの
中でユーザー名を探します。 ユーザー名がリストにあれば、そのユーザーは
管理者グループに含まれています。
ユーザー名がリストになければ、そのユーザーは管理者グループに含まれて
いません。別のユーザー・アカウントを使用してインストール・プログラム
を実行するか、現行アカウントをローカルの管理者グループに追加するよう
にシステム管理者に依頼する必要があります。
2. ターゲット・コンピューターにログインします。
オペレーティング・システム

説明

Linux または UNIX

root ユーザーとしてログインします。

Windows

ローカル管理者、またはローカルの管理者グ
ループに直接割り当てられたローカル・ユー
ザーまたはドメイン・ユーザーとしてログイ
ンします。

3. コマンド・プロンプトまたはシェル・ウィンドウを開きます。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

ターゲット・コンピューターでシェル・ウィ
ンドウを開くか、グラフィカル・デスクトッ
プ共有システムを使用します。インストール
処理の間中、シェル・ウィンドウを開いたま
まにします。Telnet または ssh を使用する場
合、インストールの間にセッションがシャッ
トダウンすることも、タイムアウトになるこ
ともないようにします。
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オペレーティング・システム

コマンド

Windows

次のいずれかの方式を使用して、管理者セッ
ションを開始します。
v 次のコマンドを実行します。
runas /user:Administrator cmd.exe
v 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開き
ます。
1. 「スタート」 > 「検索」をクリックし
ます。
2. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力
し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
3. 続行の許可を求めるプロンプトに対し
「続行」をクリックして、承諾します。

4. 新しく作成されたセッションで次のコマンドを実行し、設定されている Java オ
プションがあれば、クリアします。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. インストールが成功することを確実にするために、セッションに以下の設定を構
成します。
v ファイル作成マスクを 022 に設定します。
umask 022

v インストールのために、ファイル記述子リソースが十分に割り振られているこ
とを確認します。ファイル記述子の制限を 10240 以上か、無制限 (unlimited)
に設定します。例:
ulimit -n 10240

v NOFILES カーネル・パラメーターの現行設定が、ulimit に指定した値以上に
設定されていることを確認します。
v InfoSphere Information Server、IBM WebSphere Application Server、または
IBM DB2 のターゲット・インストール・ディレクトリーが NFS ファイル・
システムの場合、以下のコマンドを実行して、lock デーモンが実行中である
ことを確認します。
ps -ef | grep -i lockd

lock デーモンが実行中でない場合、デーモン・サービスを開始する推奨され
る方法について、使用しているオペレーティング・システムの資料を参照して
ください。
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6. インストール・メディアが含まれているディレクトリー内の、is-suite ディレ
クトリーに移動します。
7. インストール・プログラムを実行します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

-verbose オプションは任意指定です。このオプションを指定すると、インスト
ール・プログラムはログ・メッセージをコンソールに表示し、ログ・ファイルに
も書き込みます。-verbose オプションが指定されていなければ、ログ・メッセ
ージはログ・ファイルにのみ書き込まれます。
いくつかのメッセージが表示されます。次に、プログラムは、インストール・ウ
ィザードへのアクセス方法に関するメッセージを表示します。
======> Enter one of the following URLs to your web browser to begin the
installation process:
http://localhost:8080/ISInstall
https://localhost:8443/ISInstall

8. コンピューター上またはリモート・コンピューター上で Web ブラウザーを開
き、インストール・プログラムの開始からのメッセージにリストされたアドレス
の 1 つまでナビゲートします。
注: インストール・プログラムは、ローカル・コンピューター上に自動的にデフ
ォルトの Web ブラウザーを立ち上げ、HTTP アドレスまでナビゲートします。
Web ブラウザーに、「インストールのログイン」ウィンドウが表示されます。
「パブリッシャーは検証できません...」といった内容のメッセージがブラウザー
に表示されることがあります。このメッセージは無視しても安全で、インストー
ルを続行できます。このメッセージが InfoSphere Information Server インストー
ルの途中で現れても、それはセキュリティー・リスクを示すものではありませ
ん。
a. 英語以外の言語でインストール・メッセージを表示するには、「言語の選
択」メニューで言語を選択して、「ログイン」をクリックします。
この言語の選択は、このインストール・セッションにのみ適用されます。こ
のあとのインストール処理で、InfoSphere Information Server インストールに
適用する言語を選択します。
b. インストールする製品モジュールごとにご使用条件に同意し、インストー
ル・プロセスを続行します。
次の図に表示されているように、インストール・プログラムは早期の前提条件検
査を実行して、インストールが正しく構成されていることを確実にします。ウィ
ザードのページは、各検査を表示します。検査が失敗すると、ページの中で「失
敗」のマークが付けられます。検査によってインストールで問題を引き起こす可
能性のある項目が見つかると、ページの中で「警告」のマークが付けられます。
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図 44. Windows Script Engine の失敗メッセージを示す早期要件確認

9. すべての前提条件の検査にパスした場合は、続行してウィザードに表示されるプ
ロンプトに従います。インストール・プログラムはインストール・タイプの入力
を求めるプロンプトを出します。インストールの作成、既存のインストールへの
製品モジュールの追加、または、既に層をホストしているコンピューターへのソ
フトウェア層の追加を行うことができます。
そのあと、ウィザードは、ユーザーが選択したインストール・タイプに特定の情
報の入力を求めるプロンプトを出します。

インストール前提条件検査の失敗
インストール・プログラムは、ターゲット・コンピューターが、ユーザーが選択し
た内容についてすべてのシステム要件を満たしていることを確実にするために、製
品のインストール前に早期前提条件検査を実行します。

症状
早期前提条件検査時に、FAILED または WARNING メッセージを受け取りまし
た。

問題の解決
ウィザードのプロンプトに従って、以下のステップを実行します。
1. 各メッセージをダブルクリックして、問題の解決方法を調べます。
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2. インストール・プログラムを終了せずにそれぞれの問題を解決するように努めま
す。そのあと、「前提条件の確認」ページで、「再検証」をクリックします。
3. インストール・プログラムを終了する必要がある場合は、「キャンセル」をクリ
ックし、Web ブラウザーのウィンドウを閉じます。そして、セッションのウィ
ンドウで Ctrl+C を入力して、インストール・セッションを終了します。問題を
解決して、インストール・プログラムを再実行します。
次の図は、「早期要件確認」ページの一部分を示しています。「失敗」メッセージ
を選択して「詳細」をクリックすると、解決のための情報が表示されます。

図 45. 「早期要件確認」ページ

インストールする層と製品モジュールの指定
インストール・プログラムを開始した後、InfoSphere Information Server をインスト
ールする層コンピューターごとに、インストールするソフトウェア層と製品モジュ
ールを指定します。

インストール・オプションの指定 (サービス層)
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して、サービス層コ
ンピューターのオプション (IBM WebSphere Application Server をインストールする
場所、データベース・システムのプロパティー情報、他の製品モジュールの構成情
報など) を指定します。
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手順
1. インストールの計画時に決定した製品をインストールする先のディレクトリー
を選択します。
2. 「新規インストール」を選択します。
3. ターゲット・コンピューターにインストールする層を選択します。
v 「層の選択」ページで「エンジン」を選択して「サービス」を選択しなかっ
た場合、InfoSphere Information Server をインストールする場所を選択しま
す。
v サービス層が、クラスター化された IBM WebSphere Application Server の実
装で構成される場合は、フロントエンド HTTP ディスパッチャーのホスト名
とポート番号を指定します。それ以外の場合には、サービス層コンピュータ
ーのホスト名と、 WebSphere Application Server のポート番号 (通常、9080)
を指定します。
v HTTP サーバーが HTTPS トラフィックのみを許可するように構成されてい
るか、あるいは、InfoSphere Information Server を HTTPS のみの接続を使用
するように構成したい場合は、「HTTP 通信に Secure Sockets Layer (SSL)
を使用」を選択します。このオプションを選択した場合は、HTTPS 用に構成
されるポート番号を指定します。
注: このオプションは、WebSphere Application Server インストール済み環境
で HTTP ポートが使用不可になっている場合にのみ選択します。このオプシ
ョンを選択しない場合でも、クライアント・コンポーネントを HTTPS を使
用するようにセットアップできます。ほとんどのインストール済み環境では
このオプションを使用しません。
4. InfoSphere Information Server 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。イ
ンストールの計画時に決定した情報を使用します。
5. インストールする製品モジュールを選択します。それぞれのコンピューターに
対して、同じ製品モジュール・セットを選択します。
6. インストールする InfoSphere DataStage エディションおよびオプション機能を
選択します。
7. サーバー間で共有するために、事前構成された浮動ホスト名を入力します。
8. スタンドアロン構成で IBM WebSphere Application Server Network Deployment
をインストールするか、既存のアプリケーション・サーバー・インスタンスを
構成します。
9.

WebSphere Application Server をインストールします。
a. アプリケーション・サーバーのインストール場所を指定します。
b. プロファイル内で WebSphere Application Server 用のカスタム・ポート割り
当てを定義する場合は、「WebSphere Application Server プロファイル・
ポートのカスタマイズ」を選択します。
c. サーバー管理者のユーザー名とパスワードを入力します。

10. アプリケーション・サーバーを構成します。
a. 使用するアプリケーション・サーバー・インスタンスを指定します。
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b. 使用するアプリケーション・サーバー・プロファイルを指定します。インス
トールに使用可能なプロファイルが、少なくとも 1 つなければなりませ
ん。インストール用に選択したプロファイルには、アクティブなセキュリテ
ィー設定があってはなりません。
インストール・プログラムは、選択されたプロファイルのタイプが「dmgr」
であることを検出すると、InfoSphere Information Server を WebSphere
Application Server クラスターにインストールします。この場合、すべての
ノード・エージェントとノードを適切に再始動できるように、クラスターは
適切に構成されている必要があります。インストールは、WebSphere
Application Server Deployment Manager が 1 つだけと、WebSphere
Application Server ノードが 1 つだけの小さなクラスターから始めることを
強くお勧めします。
c. アプリケーション・サーバー・プロファイルが WebSphere Application
Server Deployment Manager の場合、 HTTP サーバーのホスト名とポート番
号を入力します。
d. ご使用のプロファイルが Deployment Manager プロファイルでない場合、
HTTP 通信に Secure Sockets Layer (SSL) を使用するかどうかを指定しま
す。HTTP サーバーが HTTPS トラフィックのみを許可するように構成され
ているか、あるいは、InfoSphere Information Server を HTTPS のみの接続
を使用するように構成したい場合は、このオプションを選択します。このオ
プションを選択した場合は、HTTPS 用に構成されるポート番号を指定しま
す。
e. サーバー管理者のユーザー名とパスワードを入力します。
11. InfoSphere Information Server 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
12. ご使用のデータベースのデータベース・タイプ、ホスト・コンピューター名、
ポート、およびメタデータ・リポジトリーのオーナー情報を指定します。
13. メタデータ・リポジトリー・データベースの以下の情報を指定します。
a. オーナー・アカウントとデータベース情報
b. ステージング・エリア・ユーザー (xmetasr) のユーザー名とパスワード
c. データベース・コレクション ID と表スペース名
14. InfoSphere Information Analyzer 分析データベースのオーナー・アカウントとデ
ータベース情報を指定します。 インストール・プログラムにより、DB2 内に
分析データベースが作成されます。インストール・プログラムの開始前に分析
データベースのオーナー・アカウントを作成していない場合、インストール・
プログラムにより、アカウントが作成されます。

インストール・オプションの指定 (エンジン層)
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して、エンジン層コ
ンピューターのオプション (InfoSphere Information Server ASB エージェント (通信
エージェント) とロギング・エージェントに使用するポートや、他の製品モジュー
ルの接続の詳細など) を指定します。

手順
1. インストールの計画時に決定した製品をインストールする先のディレクトリー
を選択します。
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2. 「新規インストール」を選択します。
3. ターゲット・コンピューターにインストールする層を選択します。
v 「層の選択」ページで「エンジン」を選択して「サービス」を選択しなかっ
た場合、InfoSphere Information Server をインストールする場所を選択しま
す。
v サービス層が、クラスター化された IBM WebSphere Application Server の実
装で構成される場合は、フロントエンド HTTP ディスパッチャーのホスト名
とポート番号を指定します。それ以外の場合には、サービス層コンピュータ
ーのホスト名と、 WebSphere Application Server のポート番号 (通常、9080)
を指定します。
v HTTP サーバーが HTTPS トラフィックのみを許可するように構成されてい
るか、あるいは、InfoSphere Information Server を HTTPS のみの接続を使用
するように構成したい場合は、「HTTP 通信に Secure Sockets Layer (SSL)
を使用」を選択します。このオプションを選択した場合は、HTTPS 用に構成
されるポート番号を指定します。
注: このオプションは、WebSphere Application Server インストール済み環境
で HTTP ポートが使用不可になっている場合にのみ選択します。このオプシ
ョンを選択しない場合でも、クライアント・コンポーネントを HTTPS を使
用するようにセットアップできます。ほとんどのインストール済み環境では
このオプションを使用しません。
4. InfoSphere Information Server 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。イ
ンストールの計画時に決定した情報を使用します。
5. インストールする製品モジュールを選択します。
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager でブリッジを使用する場合は、「メタ
データ交換エージェント (Metadata Interchange Agent)」チェック・ボックス
をクリックします。メタデータ交換エージェントをインストールすると、同じ
コンピューターに自動的にブリッジがインストールされます。
6. サーバー間で共有するために、事前構成された浮動ホスト名を入力します。
7. InfoSphere Information Server 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
8. InfoSphere Information Server ASB エージェント (通信エージェント) とロギン
グ・エージェントに使用するポートを指定します。ASB エージェントは層間の
通信を容易にし、ロギング・エージェントは、イベントをメタデータ・リポジ
トリー・データベースにログ記録します。
9. 追加の InfoSphere Information Server コンポーネントの接続の詳細を指定しま
す。
a. InfoSphere DataStage 管理者ユーザー名を指定します。
v インストール・プログラムの開始前に管理者ユーザーを作成した場合は、
「既存のユーザー」をクリックし、ユーザー名を指定します。
v 管理者ユーザーを作成しなかった場合は、「IBM InfoSphere DataStage
アドミニストレーターとしてユーザーを作成」をクリックしてユーザー情
報を指定します。
b. ジョブ・パフォーマンスのスナップショットを取る IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage ジョブ・モニターに使用する、2 つの TCP/IP ポ
ートを指定します。ジョブ・モニターは、1 つのポートを使用してジョブ情
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報を要求し、 2 番目のポートを使用してジョブ情報をレポートします。ほ
とんどの構成では、デフォルトのポート設定が受け入れ可能です。
c. InfoSphere Information Server エンジンのインストール済みインスタンスがタ
ーゲット・コンピューターに存在していて、同じコンピューター上に別のエ
ンジン・インスタンスをインストールする場合、そのエンジンにタグ情報を
指定します。
d. このインストール済み環境においてデータを英語以外の言語で処理する場合
は、グローバリゼーション・サポートをインストールします。 サーバー・
ジョブによっては、グローバリゼーションをインストールした後、処理が遅
くなる場合がありますが、パラレル・ジョブのパフォーマンスには影響しま
せん。ターゲット・コンピューターで現在構成されているコード・ページ
は、 InfoSphere Information Server でサポートされていなければなりませ
ん。コード・ページがサポートされていない場合には、サポートされている
コード・ページに変更して、インストール・プログラムをもう一度開始して
ください。
重要: グローバリゼーション・サポートは、インストール後に変更できませ
ん。
e. IBM WebSphere MQ プラグインに依存する既存のジョブがある場合は、そ
のプラグインのインストールを選択します。新しいジョブには、IBM
WebSphere MQ コネクターを使用することができます。
f. SAS を使用する既存ジョブがある場合、既存の SAS 構成を使用可能にし
て、構成する SAS を選択します。
g. 作成する InfoSphere DataStage プロジェクトを指定します。インストール中
に、少なくとも 1 つのプロジェクトを作成する必要があります。インスト
ール・ウィザードは、デフォルトで「dstage1」というプロジェクトを作成し
ます。
10. メタデータ交換エージェントが使用するポートを指定します。エンジン層コン
ピューターに HTTPS ポート番号を指定する必要があります。デフォルトの
HTTPS ポートは 19443 です。

インストール・オプションの指定 (メタデータ・リポジトリー層)
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して、メタデータ・
リポジトリー層コンピューターのオプション (データベース・システムのプロパテ
ィー情報など) を指定します。

手順
1. インストールの計画時に決定した製品をインストールする先のディレクトリー
を選択します。
2. 「新規インストール」を選択します。
3. ターゲット・コンピューターにインストールする層を選択します。
v 「層の選択」ページで「エンジン」を選択して「サービス」を選択しなかっ
た場合、InfoSphere Information Server をインストールする場所を選択しま
す。
v サービス層が、クラスター化された IBM WebSphere Application Server の実
装で構成される場合は、フロントエンド HTTP ディスパッチャーのホスト名
第 6 章 IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアのインストール

259

とポート番号を指定します。それ以外の場合には、サービス層コンピュータ
ーのホスト名と、 WebSphere Application Server のポート番号 (通常、9080)
を指定します。
v HTTP サーバーが HTTPS トラフィックのみを許可するように構成されてい
るか、あるいは、InfoSphere Information Server を HTTPS のみの接続を使用
するように構成したい場合は、「HTTP 通信に Secure Sockets Layer (SSL)
を使用」を選択します。このオプションを選択した場合は、HTTPS 用に構成
されるポート番号を指定します。
注: このオプションは、WebSphere Application Server インストール済み環境
で HTTP ポートが使用不可になっている場合にのみ選択します。このオプシ
ョンを選択しない場合でも、クライアント・コンポーネントを HTTPS を使
用するようにセットアップできます。ほとんどのインストール済み環境では
このオプションを使用しません。
4. InfoSphere Information Server 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。イ
ンストールの計画時に決定した情報を使用します。
5. インストールする製品モジュールを選択します。それぞれのコンピューターに
対して、同じ製品モジュール・セットを選択します。
6. サーバー間で共有するために、事前構成された浮動ホスト名を入力します。
7. DB2 データベース・システムをインストールします。
a. DB2 データベース・システムをインストールするディレクトリーを指定し
ます。既存の DB2 インスタンスを構成する場合、既存の DB2 データベー
ス・システム・インストール済み環境の場所と、そのインスタンスへの接続
用ポート番号を指定します。
b. DB2 インスタンス・オーナー名を指定します。インスタンス・オーナー
は、すべての DB2 プロセスを制御し、 DB2 インスタンス内のデータベー
スで使用されるすべてのファイル・システムとデバイスを所有します。
v インストール・プログラムの開始前にインスタンス・オーナー・アカウン
トを作成した場合は、「既存のユーザー」をクリックし、DB2 インスタ
ンス・オーナー名を指定します。新しいインスタンスのポート番号も指定
します。
v インスタンス・オーナー・アカウントを作成しなかった場合は、「インス
タンス・オーナーとしてユーザーを作成」をクリックして、ユーザー情報
を指定します。このオプションは、ユーザー・レジストリーが
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) または NIS である場合は
使用できません。
c. DB2 fenced ユーザー名を指定します。fenced ユーザーが定義した関数
(UDF) とストアード・プロシージャーは、このユーザーおよびグループで実
行されます。
v インストール・プログラムの開始前に fenced ユーザー名を作成した場合
は、「既存のユーザー」をクリックし、DB2 fenced ユーザー名を指定し
ます。
v fenced ユーザー名を作成していない場合は、「fenced ユーザーとして新
規ユーザーを作成」をクリックして、ユーザー情報を指定します。このオ
プションは、ユーザー・レジストリーが LDAP または NIS である場合は
使用できません。
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d. DB2 アドミニストレーター・ユーザー名を指定します。このユーザーは、
DB2 管理サーバー (DAS) のユーザーです。
v インストール・プログラムの開始前にアドミニストレーター・ユーザーを
作成した場合は、「既存のユーザー」をクリックし、ユーザー名を指定し
ます。
v アドミニストレーター・ユーザーを作成していない場合は、「アドミニス
トレーター・ユーザーとしてユーザーを作成」をクリックして、ユーザー
情報を指定します。このオプションは、ユーザー・レジストリーが LDAP
または NIS である場合は使用できません。
e. メタデータ・リポジトリーのオーナー情報とデータベース名を入力します。
8. ご使用のデータベースのデータベース・タイプ、ホスト・コンピューター名、
ポート、およびメタデータ・リポジトリーのオーナー情報を指定します。
9. メタデータ・リポジトリー・データベースの以下の情報を指定します。
a. オーナー・アカウントとデータベース情報
b. ステージング・エリア・ユーザー (xmetasr) のユーザー名とパスワード
c. データベース・コレクション ID と表スペース名
10. InfoSphere Information Analyzer 分析データベースのオーナー・アカウントとデ
ータベース情報を指定します。 インストール・プログラムにより、DB2 内に
分析データベースが作成されます。インストール・プログラムの開始前に分析
データベースのオーナー・アカウントを作成していない場合、インストール・
プログラムにより、アカウントが作成されます。

製品のインストール
インストール・プログラムが前提条件検査を完了し、ユーザーが層ごとにインスト
ール・オプションを指定した後、応答ファイルを保存し、インストール・プロセス
を続行します。保存された構成情報を使用してインストールを実行する方法を IBM
InfoSphere Information Server インストール・プログラムに指示するために、応答フ
ァイルを保存する必要があります。

このタスクについて
現行のインストール・セッションをキャンセルし、後のセッションで応答ファイル
を使用したい場合は、応答ファイルの保存が重要です。インストール・ウィザード
を使用して、応答ファイルの名前と場所を指定します。

手順
1. インストール・ウィザードの「応答ファイルの場所」フィールドで、応答ファイ
ルの名前と場所を指定します (この時点で、インストールをキャンセルし、保存
した応答ファイルを後のセッションで使用することを選択できます)。
2. 「IBM InfoSphere Information Server をインストールして、応答ファイルに設
定を保存する」をクリックしてから、「次へ」をクリックして製品のインストー
ルを開始します。 プログラムは、ウィザードでユーザーが行った選択のサマリ
ーを表示します。インストールが進むと、インストール・プログラムは、その進
行状況をウィンドウに表示して報告します。
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図 46. 「応答ファイルの検討」ページ

インストール・プログラムの実行中は、以下の状態に注意してください。
v 次の図に示されているように、インストールが完了するまで、コマンド・プロ
ンプトは開いたままにします。
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図 47. インストール時に開いているコマンド・プロンプト

v システムがエラーを検出すると、場合によってはユーザーからの応答を要求す
ることがあります。適宜表示をチェックして、システムがユーザーの応答を待
機していないかどうか確認します。インストールが長い時間停止している場合
は、失敗した可能性があります。
v ポップアップ・ウィンドウが表示されている場合があり、インストールを続行
するためにはそれに応答する必要があります。たまに、ポップアップ・ウィン
ドウが Web ブラウザーの後ろに表示されている場合もあります。インストー
ルが長い時間停止している場合は、ポップアップ・ウィンドウが Web ブラウ
ザーの後ろに表示されていないかどうか確認してください。
v インストール処理を開始したあと、Web ブラウザーは開いたままにして、進
行状況をモニターし、エラーがあった場合にはそれに対応します。Web ブラ
ウザーを閉じた場合、インストールは最後まで続行されます。新しい Web ブ
ラウザーを同じ URL に開くと、このセッションに再接続できます。ログ・フ
ァイルを読み取ってインストール処理をモニターすることもできます。
v セキュリティー設定によっては、IBM DB2 データベース・システムまたはそ
の他のコンポーネントのインストール時に、警告ウィンドウが表示されること
があります。警告を無視し、「OK」をクリックしてインストールを続行しま
す。
関連タスク
251 ページの『インストール・プログラムの開始』
スイート・ソフトウェアのインストールを開始する準備ができたら、インストー
ル・プログラムを実行します。インストール・プログラムがスムーズに実行するこ
とを確実にするには、設定された Java オプションのクリアなどの追加ステップが必
要です。

インストール・プログラムで検出されるエラー
インストール・プロセスを開始した後、インストール・プログラムが、解決するた
めにアクションが必要なエラーを検出する場合があります。

症状
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インストール・プログラムはエラーを検出し、「インストール例外」ウィンドウが
表示されます。

問題の解決
「インストール例外」ウィンドウで以下のステップを実行します。
1. 「失敗したアクションを再試行する」をクリックしてから、「OK」をクリック
します。
2. 問題が繰り返し発生する場合は、ログ・ファイル内の最後のステートメントを検
討して、エラーの原因を判別します。詳しくは、 445 ページの『第 14 章 ロ
グ・ファイル』を参照してください。
a. エラーを調査し、修正します。
b. 「失敗したアクションを再試行する」をクリックしてから、「OK」をクリッ
クします。
3. 解決できる問題であれば、問題を解決して「再試行」をクリックします。
関連タスク
251 ページの『インストール・プログラムの開始』
スイート・ソフトウェアのインストールを開始する準備ができたら、インストー
ル・プログラムを実行します。インストール・プログラムがスムーズに実行する
ことを確実にするには、設定された Java オプションのクリアなどの追加ステッ
プが必要です。
255 ページの『インストールする層と製品モジュールの指定』
インストール・プログラムを開始した後、InfoSphere Information Server をイン
ストールする層コンピューターごとに、インストールするソフトウェア層と製品
モジュールを指定します。
265 ページの『応答ファイルの作成』
インストール・プログラムをサイレント・モードで実行する場合に使用する応答
ファイルを作成します。インストール・プログラムを使用するか、サンプル応答
ファイル・テンプレートをコピーして、応答ファイルを作成します。

インストール・プロセスの完了
インストール・プログラムはユーザーの選択を収集したあと、その選択に基づいて
別の、さらに詳細な前提条件の検査を行います。この検査の間、インストール・プ
ログラムはコンピューターのリソースとファイル・システムを分析して、インスト
ールが成功するかどうかを判断します。

このタスクについて
ウィザードのページは、各検査を表示します。検査が失敗すると、ページの中で
「失敗」のマークが付けられます。検査によってインストールで問題を引き起こす
可能性のある項目が見つかると、ページの中で「警告」のマークが付けられます。
インストール・プロセスが完了すると、「現行コンピューターのインストール・サ
マリー」ページが表示されます。このページには、インストールした製品、層、お
よび製品コンポーネントとともに、インストール・プログラムが実行された時間の
長さ、およびインストールが成功したかどうかも記載されています。
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インストール・プロセスが正常に行われた場合は、次のメッセージがログ・ファイ
ルに書き込まれます。
Installation Engine completed all steps successfully.

手順
1. 「完了」をクリックするか、ブラウザー・ウィンドウを閉じます。
2. コンピューターを再始動します。
関連タスク
251 ページの『インストール・プログラムの開始』
スイート・ソフトウェアのインストールを開始する準備ができたら、インストー
ル・プログラムを実行します。インストール・プログラムがスムーズに実行するこ
とを確実にするには、設定された Java オプションのクリアなどの追加ステップが必
要です。
255 ページの『インストールする層と製品モジュールの指定』
インストール・プログラムを開始した後、InfoSphere Information Server をインスト
ールする層コンピューターごとに、インストールするソフトウェア層と製品モジュ
ールを指定します。

応答ファイルを使用した IBM InfoSphere Information Server のインスト
ール (サイレント・モード)
サイレント・モードを使用すると、InfoSphere Information Server の無人インストー
ルを実行できます。サイレント・モードでは、インストール・プログラムがユーザ
ー・インターフェースを表示しません。代わりに、ユーザーが作成した応答ファイ
ルから設定を読み取り、前提条件検査を実行し、検査が成功する場合にソフトウェ
アをインストールします。

このタスクについて
ごく一般的に使用されるコマンド・ライン・オプションを指定してサイレント・モ
ードでインストール・プログラムを開始します。詳しくは、 267 ページの『setup コ
マンド構文』 を参照してください。
注: パスワードは応答ファイルには保存されていません。その後のインストールで
応答ファイルを使用するには、最初にテキスト・エディターで応答ファイルを編集
して、パスワードを追加する必要があります。

応答ファイルの作成
インストール・プログラムをサイレント・モードで実行する場合に使用する応答フ
ァイルを作成します。インストール・プログラムを使用するか、サンプル応答ファ
イル・テンプレートをコピーして、応答ファイルを作成します。

始める前に
製品メディアを取得します。
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手順
1. 応答ファイルを作成します。
オプション

説明

インストール・プログラムの使用

1. インストール・プログラムまたはソフトウ
ェア削除プログラムをグラフィカル・モー
ドで実行します。
2. ウィザードでパラメーターを指定します。
3. 「応答ファイルの検討」ページが表示され
たら、「IBM InfoSphere Information
Server をインストールして、応答ファイ
ルに設定を保存する」または「IBM
InfoSphere Information Server をインス
トールしないで、応答ファイルに設定を保
存する」を選択します。どちらを選択して
も、応答ファイルが作成されます。
4. ファイル名と場所を指定し、「次へ」をク
リックします。プログラムが、指定された
場所の応答ファイルにパラメーターを保存
します。ウィンドウでの選択内容によっ
て、プログラムは操作を実行するか、終了
します。

インストール・メディアにあるサンプル応答
ファイル・テンプレートの使用

1. サンプル応答ファイルを以下の場所からコ
ピーします。
v media_location/is-suite/samples/
responses
v media_location¥issuite¥samples¥responses
2. サンプル応答ファイルのコピーを変更しま
す。
詳細については、テンプレートと一緒に含ま
れている README ファイルを参照してくだ
さい。

2. genkey コマンドを実行して、暗号化された情報を生成します。 genkey コマン
ドは、インストール・メディアの tools ディレクトリーにあります。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

install_media/tools/genkey.sh info_to_encrypt

Windows

install_media¥tools¥genkey.cmd info_to_encrypt

例:
C:¥is-suite¥tools¥genkey.cmd mypassword

ターミナル・ウィンドウにメッセージが表示されます。その後、このコマンド
は、指定された情報を暗号化したものを表示します。例:
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==
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3. genkey コマンドを使用した後、すべてのパスワードを暗号化されたパスワード
で置き換えます。 応答ファイル内で、パスワードを組み込む必要がある場所が
マーカーで示されます。例えば、以下のとおりです。
app.server.password=mypassword

4. InfoSphere Information Server のインストール時に使用するために応答ファイル
を保存し、保管します。

応答ファイル内の情報の暗号化
応答ファイル内のパスワードやその他の情報を暗号化することができます。

このタスクについて
デフォルトで、応答ファイルの情報はプレーン・テキストに保管されます。応答フ
ァイルでパスワードやその他の情報を暗号化する場合には、以下の手順に従って、
情報を暗号化してファイルに組み込みます。
応答ファイル内の任意の値を暗号化できます。ただし、この手順は通常、パスワー
ドの暗号化に使用されます。

手順
1. 応答ファイルを作成します。 274 ページの『応答ファイル』を参照してくださ
い。
2. genkey コマンドを実行して、暗号化された情報を生成します。 genkey コマン
ドは、インストール・メディアの tools ディレクトリーにあります。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

install_media/tools/genkey.sh
info_to_encrypt

Windows

install_media¥tools¥genkey.cmd
info_to_encrypt

例:
C:\is-suite\tools\genkey.cmd -generate mypassword

ターミナル・ウィンドウにメッセージが表示されます。その後、このコマンド
は、指定された情報を暗号化したものを表示します。例:
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. 応答ファイルで、パラメーターに拡張子 .encrypted を付加します。値を暗号化
された値に置き換えます。 例:
v 元のパラメーターの指定:
app.server.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

v 暗号化されたパラメーターの指定:
app.server.password.encrypted={xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

setup コマンド構文
setup コマンドは、IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを
実行するために使用します。
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コマンド構文
setup [-help] [-uimode mode] [-rsp rspfile] [-reportOnly | -force] [-reportFile
rptfile] [-language languagecode] [-verbose] [-secure]

パラメーター
パラメーターを指定せずに setup コマンドを入力すると、インストール・プログラ
ムがグラフィカル・モードで開始します。
-help
この使用法情報を表示して、終了します。
-uiMode mode
実行モードを指定します。mode の有効な値には、graphical (デフォルト)、ま
たは silent を指定できます。
-rsp rspfile
このインストールで使用する応答ファイルを指定します。サイレント・モード・
インストールの場合は、このパラメーターを使用して応答ファイルを指定する必
要があります。グラフィカル・モード・インストールの場合は、指定した応答フ
ァイルの設定がウィザードに表示され、再入力する必要がなくなります。
-rsp パラメーターを指定した場合には、デフォルトで、インストール・プログ
ラムはサイレント・モードで実行されます。応答ファイルを使用して、グラフィ
カル・モードで実行するには、-uiMode graphical パラメーターも指定する必要
があります。
-reportOnly
サイレント・モード・インストールの場合のみ。前提条件の検査を実行します
が、インストールは実行しません。
-reportFile パラメーターとともに使用して、前提条件の検査の結果をテキス
ト・ファイルに保管します。
このパラメーターがソフトウェアの削除に指定された場合は、無視されます。
-force
前提条件の検査が失敗してもインストール・プログラムが続行できるようにする
には、このパラメーターを使用します。
グラフィカル・モードでは、コマンド・ラインに -force が指定されて前提条件
の検査が失敗した場合、ウィンドウに「失敗項目を無視して続行する」チェッ
ク・ボックスが表示されます。インストールを続行するには、このチェック・ボ
ックスをクリックして「次へ」をクリックします。 -force を指定していなけれ
ば、チェック・ボックスは表示されず、「次へ」ボタンは使用不可です。
サイレント・モードでは、コマンド・ラインに -force が指定されて前提条件の
検査が失敗した場合、インストール処理は続行されます。 -force が指定されて
いなければ、前提条件の検査のテストが失敗すると、インストール処理は停止さ
れます。
重要: 前提条件の検査のメッセージ「失敗」および「警告」で、インストールの
失敗やインストールされたソフトウェアの誤動作の原因となる可能性がある項目
が示されます。 -force オプションは、IBM サポートによって指示された場合
にのみ使用してください。
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-reportFile rptfile
サイレント・モード・インストールの場合のみ。前提条件の検査のレポート用の
テキスト・ファイルを指定します。
reportFile 値を指定しなければ、レポートはコンソールに表示されます。
-language languagecode
インストールで表示する言語を指定します。
次の表に、有効な言語コードをリストします。
表 58. 言語コード
言語

コード

中国語 (簡体字)

zh_CN

中国語 (繁体字)

zh_TW

英語

en または en_US

フランス語

fr または fr_FR

ドイツ語

de または de_DE

イタリア語

it または it_IT

日本語

ja または ja_JP

韓国語

ko または ko_KR

ポルトガル語 (ブラジル)

pt_BR

スペイン語

es または es_ES

-verbose
インストール・セッションをトレース・モードで開始します。このモードでは、
ログ・メッセージはコンソールに表示され、またログ・ファイルにも書き込まれ
ます。サイレント・モードまたはグラフィカル・モードでこのオプションを使用
できます。
このパラメーターを指定しなければ、ログ・メッセージはログ・ファイルに書き
込まれるだけです。
-secure
グラフィカル・モード・インストールの場合のみ。インストール・プログラムの
開始時にパスワードの作成を求めるプロンプトを出します。パスワードは、ブラ
ウザーからインストール・プログラムへのアクセスを認証するために使用されま
す。パスワードは、どのような英数字のストリングでもかまいません。パスワー
ドに空白文字を含めることができます。

例
次のコマンドを実行すると、インストール・プログラムは、パスワードを求めるプ
ロンプトを出してから、グラフィカル・モードで開始します。インストール・プロ
グラムは、応答ファイル rsp.txt の設定を使用します。ログ・メッセージは、ロ
グ・ファイルに保管されます。
./setup -secure -rsp rsp.txt -uiMode graphical

次のコマンドを実行すると、インストール・プログラムはサイレント・モードで開
始します。インストール・プログラムは、応答ファイル rsp.txt の設定を使用しま
す。ログ・メッセージは、ログ・ファイルに保管されます。前提条件の検査の実行
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時に、結果が prq.txt に保管されます。前提条件の検査のテストが失敗した場合に
は、インストール・プログラムは停止します。
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt

次のコマンドを実行すると、インストール・プログラムはサイレント・モードで開
始します。インストール・プログラムは、応答ファイル rsp.txt の設定を使用しま
す。ログ・メッセージは、ログ・ファイルに保管されます。前提条件の検査の実行
時に、結果が prq.txt に保管されます。インストール・プログラムは、ソフトウェ
アをインストールせずに、前提条件の検査の後に停止します。
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -reportOnly

次のコマンドを実行すると、インストール・プログラムはサイレント・モードで開
始します。インストール・プログラムは、応答ファイル rsp.txt の設定を使用しま
す。ログ・メッセージは、ログ・ファイルに保管されるとともに、コンソールにも
表示されます。前提条件の検査の実行時に、結果が prq.txt に保管されます。
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -verbose

応答ファイルを使用したインストール・プログラムの開始
インストール・ウィザードを使用するのではなく、応答ファイルを使用して、
InfoSphere Information Server のサイレント・インストールを実行できます。インス
トール・ログ・ファイルをモニターすることによって、インストールの進行状況を
追跡します。

手順
1. オプション: EXCEPTION_POLICY 環境変数を変更します。この変数により、
サイレント・モードで実行時に発生する可能性があるエラーの処理方法が決ま
ります。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

setenv EXCEPTION_POLICY=n

Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n は、以下のいずれかの値になります。
1

エラー発生時にユーザーに再試行のプロンプトを出します (デフォルト動
作)

2

エラー発生時に続行します。
重要: エラーが発生した後インストールを続行すると、インストール済み環
境が作動不可という結果になったり、既存のインストール済みソフトウェア
が機能停止する原因となったりすることがあります。このオプションは、
IBM サポートから指示があった場合にのみ使用してください。

3

エラー発生時に終了します

2. ユーザーがローカルの管理者グループのメンバーであることを確認します。 イ
ンストール・プログラムを実行するには、ローカル管理者であるか、あるいは
ローカルの管理者グループに直接割り当てられたローカル・ユーザーである必
要があります。
a. コマンド・プロンプトを開いて、compmgmt.msc を入力します。
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b. ナビゲーション・ペインで、「ローカル ユーザーとグループ 」 > 「グル
ープ」をクリックします。
c. 右のペインで、「Administrators」を右クリックし、「プロパティ」をクリ
ックします。
d. 「Administrators のプロパティ」ウィンドウで、「所属するメンバ」リスト
の中でユーザー名を探します。 ユーザー名がリストにあれば、そのユーザ
ーは管理者グループに含まれています。
ユーザー名がリストになければ、そのユーザーは管理者グループに含まれて
いません。別のユーザー・アカウントを使用してインストール・プログラム
を実行するか、現行アカウントをローカルの管理者グループに追加するよう
にシステム管理者に依頼する必要があります。
3. ターゲット・コンピューターにログインします。
オペレーティング・システム

説明

Linux または UNIX

root ユーザーとしてログインします。

Windows

ローカル管理者、またはローカルの管理者グ
ループに直接割り当てられたローカル・ユー
ザーまたはドメイン・ユーザーとしてログイ
ンします。

4. コマンド・プロンプトまたはシェル・ウィンドウを開きます。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

ターゲット・コンピューターでシェル・ウィ
ンドウを開くか、グラフィカル・デスクトッ
プ共有システムを使用します。インストール
処理の間中、シェル・ウィンドウを開いたま
まにします。Telnet または ssh を使用する場
合、インストールの間にセッションがシャッ
トダウンすることも、タイムアウトになるこ
ともないようにします。

Windows

次のいずれかの方式を使用して、管理者セッ
ションを開始します。
v 次のコマンドを実行します。
runas /user:Administrator cmd.exe
v 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開き
ます。
1. 「スタート」 > 「検索」をクリックし
ます。
2. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力
し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
3. 続行の許可を求めるプロンプトに対し
「続行」をクリックして、承諾します。

5. 新しく作成されたセッションで次のコマンドを実行し、設定されている Java オ
プションがあれば、クリアします。
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オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. インストールが成功することを確実にするために、セッションに以下の設定を
構成します。
v ファイル作成マスクを 022 に設定します。
umask 022

v インストールのために、ファイル記述子リソースが十分に割り振られている
ことを確認します。ファイル記述子の制限を 10240 以上か、無制限
(unlimited) に設定します。例:
ulimit -n 10240

v NOFILES カーネル・パラメーターの現行設定が、ulimit に指定した値以上
に設定されていることを確認します。
v InfoSphere Information Server、IBM WebSphere Application Server、または
IBM DB2 のターゲット・インストール・ディレクトリーが NFS ファイル・
システムの場合、以下のコマンドを実行して、lock デーモンが実行中である
ことを確認します。
ps -ef | grep -i lockd

lock デーモンが実行中でない場合、デーモン・サービスを開始する推奨され
る方法について、使用しているオペレーティング・システムの資料を参照し
てください。
7. インストール・メディアが含まれているディレクトリー内の、is-suite ディレ
クトリーに移動します。
8. -reportOnly パラメーターを指定したセットアップ・コマンドを実行して、前
提条件検査を実行します。 例えば、以下のとおりです。
setup -reportOnly

インストール・プログラムでは、前提条件の検査のフェーズが段階的に実行さ
れます。すべての前提条件の検査にパスすると、インストールは、インストー
ル処理が完了するまで続行されます。1 つ以上の前提条件の検査が失敗する
と、インストールは、エラーを表示して停止します。前提条件の検査のレポー
トには、以下の行のようなメッセージが含まれます。
FAIL - The DB2 installation directory C:¥IBM¥SQLLIB must be empty.

前提条件の検査が失敗した場合には、問題を修正して、インストールを再開し
ます。
9. 次のコマンドを実行して、インストール・プログラムを開始します。
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オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

./setup -rsp response_file -verbose

Windows

setup.exe -rsp response_file -verbose

ここで response_file は応答ファイルのパスと名前です。
-verbose オプションは任意指定です。このオプションを指定すると、インスト
ール・プログラムはログ・メッセージをコンソールに表示し、ログ・ファイル
にも書き込みます。-verbose オプションが指定されていなければ、ログ・メッ
セージはログ・ファイルにのみ書き込まれます。
インストール・プログラムを開始すると、-verbose オプションが指定されてい
る場合には、ウィンドウにメッセージが表示されはじめます。
インストール・プログラムの実行中は、以下の状態に注意してください。
v

275 ページの『IBM InfoSphere Information Server のインストールのモニタ
ー』の説明に従って、インストールをモニターします。

v インストールが完了するまで、ターミナル・ウィンドウは開いたままにしま
す。
v システムは、時折、Java.exe または db2setup.exe といったプロセスの実行
許可を求めてくることがあります。このプロンプトが表示されたときは、
「はい」をクリックします。システムはまた、ファイアウォールがシャット
ダウンされていないか使用不可にされていない場合は、ファイアウォールの
警告も表示します。警告をクリックスルーして、インストール・プログラム
が続行できるようにします。
10. インストール・プロセスが完了したら、コンピューターを再始動します。

インストール・プログラムで検出されるエラー
インストール・プロセスを開始した後、インストール・プログラムが、解決するた
めにアクションが必要なエラーを検出する場合があります。

症状
インストール・プログラムはエラーを検出し、「インストール例外」ウィンドウが
表示されます。

問題の解決
「インストール例外」ウィンドウで以下のステップを実行します。
1. 「失敗したアクションを再試行する」をクリックしてから、「OK」をクリック
します。
2. 問題が繰り返し発生する場合は、ログ・ファイル内の最後のステートメントを検
討して、エラーの原因を判別します。詳しくは、 445 ページの『第 14 章 ロ
グ・ファイル』を参照してください。
a. エラーを調査し、修正します。
b. 「失敗したアクションを再試行する」をクリックしてから、「OK」をクリッ
クします。
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3. 解決できる問題であれば、問題を解決して「再試行」をクリックします。
関連タスク
251 ページの『インストール・プログラムの開始』
スイート・ソフトウェアのインストールを開始する準備ができたら、インストー
ル・プログラムを実行します。インストール・プログラムがスムーズに実行する
ことを確実にするには、設定された Java オプションのクリアなどの追加ステッ
プが必要です。
255 ページの『インストールする層と製品モジュールの指定』
インストール・プログラムを開始した後、InfoSphere Information Server をイン
ストールする層コンピューターごとに、インストールするソフトウェア層と製品
モジュールを指定します。
265 ページの『応答ファイルの作成』
インストール・プログラムをサイレント・モードで実行する場合に使用する応答
ファイルを作成します。インストール・プログラムを使用するか、サンプル応答
ファイル・テンプレートをコピーして、応答ファイルを作成します。

応答ファイル
応答ファイルには、 IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラム
にインストールの実行方法を指示するパラメーターと値が含まれています。応答フ
ァイルは、ソフトウェアの削除でも使用できます。応答ファイルを作成するには、
InfoSphere Information Server インストール・プログラムまたはソフトウェア削除プ
ログラムを使用するか、インストール・メディアに含まれているサンプル・テンプ
レートを変更します。
ソフトウェアのインストールまたは削除のタイプによって、使用するパラメーター
と値のセットが異なります。例えば、アプリケーション・サーバーのクラスタリン
グを含むインストールには、パラメーターと値の特定のセットが使用されます。ア
プリケーション・サーバーがスタンドアロン構成でセットアップされるインストー
ルでは、パラメーターと値の別のセットが使用されます。

応答ファイルの構文
応答ファイルはテキスト・ファイルです。ファイルでは、パラメーターと値を 1 行
に 1 つ指定します。各行で、パラメーターと値は等号 (=) で区切ります。ポンド記
号 (#) で始まる行は、コメントを示します。パラメーターと値は、大/小文字を区別
します。ブランク行は無視されます。
応答ファイルに円記号 (¥) を指定する場合には、2 つの円記号 (¥) を入れます。例:
suite.installLocation=C:¥¥IBM¥¥InformationServer

パラメーターに NULL 値を設定する場合には、パラメーター値を省略するか、値な
しでパラメーターを指定します。例:
xmeta.db.tablespace=

応答ファイル内のパスワード
応答ファイルを使用するには、ファイルにパスワードを指定する必要があります。
インストール・プログラムまたはソフトウェア削除プログラムによってファイルが
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作成された場合、プログラムはファイルにパスワードを保管しません。代わりに、
ファイル内で、パスワードを組み込む必要がある場所がマーカーで示されます。例:
app.server.password=<CHANGE_TO_YOUR_PASSWORD>

このマーカーをパスワードに置き換えます。例:
app.server.password=mypassword

暗号化したフォーマットでパスワードを組み込む場合には、 267 ページの『応答フ
ァイル内の情報の暗号化』を参照してください。
関連タスク
265 ページの『応答ファイルの作成』
インストール・プログラムをサイレント・モードで実行する場合に使用する応答フ
ァイルを作成します。インストール・プログラムを使用するか、サンプル応答ファ
イル・テンプレートをコピーして、応答ファイルを作成します。

インストールの進行状況をモニターするためのログ・ファイルのモニター
ログ・ファイルをモニターすることによって、インストールの進行状況を追跡する
ことができます。
ログ・ファイルをモニターするには、コマンド tail -f logfilename を使用しま
す。ここで、logfilename はログ・ファイルのパスおよび名前です。
tail コマンドは、Microsoft Windows Resource Toolkit、MKS ツールキット、また
はサード・パーティーの tail ユーティリティーをインストールしている場合に、
Microsoft Windows システムで使用できます。このコマンドは、IBM InfoSphere
DataStage またはサーバー・サイド・ソフトウェアをインストールしている場合に
も、使用可能です。(MKS ツールキットは、この製品モジュールと一緒にインスト
ールされます。)
tail コマンドが使用可能でない場合には、ファイルが開いている間に編集用にそれ
をロックしないテキスト・エディターで、ログ・ファイルを開きます。更新を表示
するには、ファイルを閉じてから再びそれを開きます。

IBM InfoSphere Information Server のインストールのモニター
インストール・ログ・ファイルをモニターすることによって、InfoSphere Information
Server スイートのインストールの進行状況を追跡することができます。

始める前に
モニターの手順では、InfoSphere Information Server がデフォルトのインストール・
パスにインストールされていることを想定しています。インストール済み環境が次
のパスとは異なる場合、手順を実行する際に、ご使用のパスに置き換えてくださ
い。
v C:¥IBM¥InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer
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手順
1. インストール・プログラムが実行されているコンピューターで、一時ディレクト
リーとして指定した ibm_is_logs ディレクトリーに移動します。デフォルトの
一時ディレクトリーは、次のとおりです。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX、Linux、UNIX

/tmp

HP-UX、Solaris

/var/tmp

Windows

%temp%

2. ログ・ファイルをオープンします。
オプション

手順

tail コマンドを使用する

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log は、最新の日時スタンプを持
つログ・ファイルです。

ファイルをロックしないテキスト・エディタ
ーを使用する

ファイルを閉じて、再度開きます。

重要: インストール処理中に、インストール・ログ・ファイルまたはログ・ファ
イル・ディレクトリーを削除しないでください。

次のタスク
インストールが完了したら、トラブルシューティングおよび検査のためにログ・フ
ァイルを保存します。

IBM WebSphere Application Server のインストールのモニター
インストール・ログ・ファイルをモニターすることによって、WebSphere
Application Server のインストールの進行状況を追跡することができます。

始める前に
モニターの手順では、InfoSphere Information Server がデフォルトのインストール・
パスにインストールされていることを想定しています。インストール済み環境が次
のパスとは異なる場合、手順を実行する際に、ご使用のパスに置き換えてくださ
い。
v C:¥IBM¥InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

このタスクについて
インストール処理によって、WebSphere Application Server スイートのインストー
ル・ログ・ファイルは、散発的に更新されます。最大で 20 分間、更新が表示され
ない期間が生じることがあります。
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手順
1. インストール・プログラムが実行されているコンピューターで、ログ・ファイル
が入ったディレクトリーに移動します。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/logs

Windows

cd c:¥IBM¥InformationServer¥logs

2. ログ・ファイルをオープンします。
オプション

手順

tail コマンドを使用する

tail -f WebSphereInstall*.log
WebSphereInstall*.log は、最新の日時スタ
ンプを持つログ・ファイルです。

ファイルをロックしないテキスト・エディタ
ーを使用する

ファイルを閉じて、再度開きます。

重要: インストール処理中に、インストール・ログ・ファイルまたはログ・ファ
イル・ディレクトリーを削除しないでください。

IBM WebSphere Application Server エンタープライズ・アーカ
イブ・ファイルのデプロイメントのモニター
インストール・ログ・ファイルをモニターすることによって、IBM WebSphere
Application Server エンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルのデプロイメン
トの進行状況を追跡することができます。

始める前に
モニターの手順では、InfoSphere Information Server がデフォルトのインストール・
パスにインストールされていることを想定しています。インストール済み環境が次
のパスとは異なる場合、手順を実行する際に、ご使用のパスに置き換えてくださ
い。
v C:¥IBM¥InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

このタスクについて
EAR のデプロイメントによっては、最大 25 分かかることがあります。これによ
り、インストール・プログラムが実行を停止したかのように見える可能性がありま
す。

手順
1. インストール・プログラムが実行されているコンピューターで、ログ・ファイル
が入ったディレクトリーに移動します。
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オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX

cd /usr/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/log/server1

Linux、UNIX

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/log/server1

Windows

cd c:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥Profiles¥
InfoSphere¥log¥server1

2. ログ・ファイルをオープンします。
オプション

手順

tail コマンドを使用する

tail -f SystemOut*.log
SystemOut*.log は、最新の日時スタンプを持
つログ・ファイルです。

ファイルをロックしないテキスト・エディタ
ーを使用する

ファイルを閉じて、再度開きます。

注: インストール処理中に、インストール・ログ・ファイルまたはログ・ファイ
ル・ディレクトリーを削除しないでください。

IBM InfoSphere DataStage コンポーネントのインストールのモ
ニター
コンポーネントのインストール・ログ・ファイルをモニターすることによって、個
別 IBM InfoSphere DataStage コンポーネントのインストールの進行状況を追跡する
ことができます。

始める前に
モニターの手順では、InfoSphere Information Server がデフォルトのインストール・
パスにインストールされていることを想定しています。インストール済み環境が次
のパスとは異なる場合、手順を実行する際に、ご使用のパスに置き換えてくださ
い。
v C:¥IBM¥InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

このタスクについて
次の InfoSphere DataStage コンポーネントのインストールをモニターできます。
v InfoSphere DataStage プラグイン
v パラレル・エンジン・オペレーター
v コネクター
各コンポーネントは、各ホスト・システムの各プロジェクトにインストールされる
必要があります。プロジェクトの数が多い場合、プラグインのインストールにかな
りの時間がかかる可能性があります。
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手順
1. インストール・プログラムが実行されているコンピューターで、ログ・ファイル
が入ったディレクトリーに移動します。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/Server/
StagingArea/Log

Windows

cd c:¥IBM¥InformationServer¥Server¥
StagingArea¥Log

2. ログ・ファイルをオープンします。ログ・ファイルは、以下の形式です。
オプション

手順

tail コマンドを使用する

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log は、最新の日時スタンプを持
つログ・ファイルです。

ファイルをロックしないテキスト・エディタ
ーを使用する

ファイルを閉じて、再度開きます。

重要: インストール処理中に、インストール・ログ・ファイルまたはログ・ファ
イル・ディレクトリーを削除しないでください。

インストールの検証とテスト
IBM InfoSphere Information Server をインストールした後、InfoSphere Information
Server ツール用の IBM® Support Assistant (ISA) Lite を実行して、インストールが
正常に行われたことを確認します。また、IBM InfoSphere Information Services
Director などの個別コンポーネントのインストールも検証できます。

インストール検査とトラブルシューティング
ISA Lite for InfoSphere Information Server ツールは、ローカルの IBM InfoSphere
Information Server インストール済み環境から、データ、ファイル、および成果物を
収集する機能を提供します。これは、システム・ヘルスを報告し、インストールの
構成が正しいことを検証するために、非破壊検査とデータのパッシブ・コレクショ
ンの実行に重点を置いています。

ツールが行うこと
ISA Lite for InfoSphere Information Server ツールを使用して、InfoSphere
Information Server の問題をトラブルシューティングすることができます。ツール
は、問題データの自動収集に重点を置き、InfoSphere Information Server インストー
ル済み環境の診断検査を行います。問題に関係がある情報が収集および分析され
て、問題の原因が特定されます。ISA Lite for InfoSphere Information Server ツール
により収集処理が自動化されるため、適切な診断データを IBM のお客様サポート
に送信するためにかかる労力と時間を削減できます。ツールは、結果を FTP で
IBM サポートに送信し、既存の PMR (problem management record、問題管理レコ
ード) に結果を付加します。さらに、ツールは症状を分析して、問題判別処理を簡
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素化する手助けをします。インストールを検査するには、General Diagnostic Health
Checker と、その他の製品固有のヘルス・チェッカーを実行します。ヘルス・チェ
ッカーは、「すべての診断ツール」メニューから利用できます。

ツールの場所
ISA Lite for InfoSphere Information Server ツールは、インストール・プログラムの
実行時に IS_install_dir\ISALite フォルダーにインストールされます。ここで、
IS_install_dir は、InfoSphere Information Server をインストールしたディレクトリー
です。以前のリリース用、および使用可能な更新用のツールを取得する方法につい
ては、サポート・サイト (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700)
で ISA Lite 資料を参照してください。

資料
ISA Lite インストール済み環境の ¥doc フォルダーの下にある次の資料を参照して
ください。
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server Quick Start
Guide ISALite ツールの概要と、開始するために構成しなければならない事柄を説
明しています。
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server User's Guide
ISALite ツールの詳細説明を提供します。
資料の更新情報は、サポート・サイト (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg24022700) にあります。

IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere
QualityStage
のインストールのテストInfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage をイン
ストールし、構成した後、アドミニストレーター・クライアントとデザイナー・ク
ライアントにログインして、インストールをテストします。

始める前に
これらのテストを実行するには、特に IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー・クライアントに接続するために実行する場合は、InfoSphere DataStage
管理者であるか、(アドミニストレーター・クライアント内の) 管理者から特定のプ
ロジェクトへのアクセスを許可された下位のユーザーである必要があります。
サービスおよびエンジン層がユーザー・レジストリーを共有していない場合、証明
情報のマッピングを設定する必要があります。詳しくは、「IBM InfoSphere
Information Server 管理ガイド」を参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
トを始動します。
a. アドミニストレーター・クライアントがインストールされているコンピュー
ターで、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere
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Information Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ア
ドミニストレーター」をクリックします。
b. スイート証明情報を使用して、Administrator Clientにログインします。
c. サービス層がインストールされたサーバーの入力を求めるプロンプトが出さ
れたら、「サービス層のホスト名」リストから URL を選択します。URL が
リストにない場合は、フィールドに URL を入力します。URL は、
server_name:port_number の形式です。 サーバー名とポートの値は、IBM
WebSphere Application Server クラスタリングがサービス層構成内にセットア
ップされているか、また、サービス層とエンジン層がセキュア HTTP
(HTTPS) を使用するように構成されているかによって異なります。
表 59. 各種構成のホスト値およびポート値
WebSphere
Application Server
構成

ホスト値

ポート値 (HTTP プ ポート値 (HTTPS プロト
ロトコル)
コル)

WebSphere
Application Server ク
ラスタリングが構成
されている

フロントエンド・デ
ィスパッチャー
(Web サーバーかロ
ード・バランサーの
いずれか) のホスト
名または IP アドレ
ス。特定のクラスタ
ー・メンバーのホス
ト名を使用しないで
ください。

フロントエンド・デ
ィスパッチャーの
HTTP ポート (例え
ば、80)。特定のク
ラスター・メンバー
のポート番号を使用
しないでください。

フロントエンド・ディスパ
ッチャーの HTTPS セキュ
ア・ポート (例えば、
443)。特定のクラスター・
メンバーのポート番号を使
用しないでください。

クラスタリングが構
成されていない

WebSphere
Application Server
がインストールされ
ているコンピュータ
ーのホスト名または
IP アドレス。

HTTP トランスポー
ト・ポート
(WebSphere
Application Server
では WC_defaulthost
として構成済み)。
デフォルト: 9080

HTTPS トランスポート・
セキュア・ポート
(WebSphere Application
Server 内で
WC_defaulthost_secure とし
て構成済み)。デフォルト:
9443

d. 「Information Server エンジンのホスト名」リストからエンジン・サーバー
名を選択するか、リストにない場合はフィールドにエンジン・サーバー名を
入力します。
2. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントを始動し
ます。
a. デザイナー・クライアントがインストールされているコンピューターで、
「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information
Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」を
クリックします。
b. スイート証明情報を使用して、Designer Clientにログインします。
c. サービス層がインストールされたサーバーの入力を求めるプロンプトが出さ
れたら、「サービス層のホスト名」リストから URL を選択します。URL が
リストにない場合は、フィールドに URL を入力します。URL は、
server_name:port_number の形式です。 以前のステップで使用したのと同じ
サーバー名とポート番号を使用します。
第 6 章 IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアのインストール

281

d. サーバーおよびプロジェクトの入力を求めるプロンプトが出されたら、「プ
ロジェクト」リストで、サーバーとプロジェクトを選択します。目的の値が
リストになければ、フィールドに値を入力します。サーバーとプロジェクト
は server_name/project_name のように指定します。例えば、エンジンが
xyz サーバー (非クラスター・アプリケーション・サーバー構成) にインスト
ールされていて、プロジェクト名が my-project の場合、「xyz/my-project」
と入力します。

IBM InfoSphere Information Services Director のインストール
のテスト
IBM InfoSphere Information Services Director をインストールし、構成した後、イン
ストールをテストします。

始める前に
スイート・アドミニストレーター証明情報を持っているか、ユーザー権限を持つ証
明情報を既にセットアップしている必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
トを始動します。
a. InfoSphere Information Services Director クライアントがインストールされて
いるコンピューターで、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM
InfoSphere Information Server」 > 「IBM InfoSphere Information Server
コンソール」をクリックします。
b. Information Services Director のアドミニストレーター・ロールを持つ証明情
報、またはスイート・アドミニストレーター証明情報を使用して、コンソー
ルにログインします。
c. サービス層がインストールされたサーバーの入力を求めるプロンプトが出さ
れたら、「サービス層のホスト名」リストから URL を選択します。URL が
リストにない場合は、フィールドに URL を入力します。URL は、
server_name:port_number の形式です。 サーバー名とポートの値は、IBM
WebSphere Application Server クラスタリングがサービス層構成内にセットア
ップされているか、また、サービス層とエンジン層がセキュア HTTP
(HTTPS) を使用するように構成されているかによって異なります。
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表 60. 各種構成のホスト値およびポート値
WebSphere
Application Server
構成

ホスト値

ポート値 (HTTP プ ポート値 (HTTPS プロト
ロトコル)
コル)

WebSphere
Application Server ク
ラスタリングが構成
されている

フロントエンド・デ
ィスパッチャー
(Web サーバーかロ
ード・バランサーの
いずれか) のホスト
名または IP アドレ
ス。特定のクラスタ
ー・メンバーのホス
ト名を使用しないで
ください。

フロントエンド・デ
ィスパッチャーの
HTTP ポート (例え
ば、80)。特定のク
ラスター・メンバー
のポート番号を使用
しないでください。

フロントエンド・ディスパ
ッチャーの HTTPS セキュ
ア・ポート (例えば、
443)。特定のクラスター・
メンバーのポート番号を使
用しないでください。

クラスタリングが構
成されていない

WebSphere
Application Server
がインストールされ
ているコンピュータ
ーのホスト名または
IP アドレス。

HTTP トランスポー
ト・ポート
(WebSphere
Application Server
では WC_defaulthost
として構成済み)。
デフォルト: 9080

HTTPS トランスポート・
セキュア・ポート
(WebSphere Application
Server 内で
WC_defaulthost_secure とし
て構成済み)。デフォルト:
9443

2. 「開始」ペインの「情報サービスの使用可能化」セクションを展開して、サービ
スとしての統合ロジックのデプロイ、サービスのカタログおよび登録、証明情報
の設定を開始します。
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第 7 章 インストール済み環境への層または製品の追加
IBM InfoSphere Information Server のインストール後に、インストール済み環境に層
または製品を追加できます。 InfoSphere Information Server インストール・プログ
ラムを使用して、追加の層および大部分の追加製品をインストールします。

インストールへの製品モジュールの追加
インストール・プログラムを実行することによって、既存の IBM InfoSphere
Information Server バージョン 8.7 のインストールに製品モジュールを追加すること
ができます。

始める前に
インストール・トポロジーを選択し、インストール・チェックリストを確認して、
層コンピューターを準備します。製品メディアを取得し、インストール・プログラ
ムの実行方法を決定します。
InfoSphere Information Server インストール済み環境の現行のバックアップがあるこ
とを確認します。
最初のインストールの後で、IBM InfoSphere DataStage エディションまたはフィー
チャー・パックを追加するために、InfoSphere Information Server インストール・プ
ログラムは使用しないでください。代わりに、LicensingServiceAdmin ツールを使
用して、これらを使用可能にします。「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイ
ド」を参照してください。
重要: 最初のインストール・セッションの間に、今使用するか、将来使用する計画
のあるすべての製品モジュールをインストールしてください。ここで一部の製品モ
ジュールのみをインストールし、その後、修正およびサービス・パックをインスト
ールした場合、後で製品モジュールを追加したときに、修正およびサービス・パッ
クを再インストールする必要がある可能性があります。

このタスクについて
選択した製品モジュールによっては、すべての層に対してインストール・プログラ
ムを実行する必要はないことがあります。すべての製品モジュールが、すべての層
にコンポーネントを持つとは限りません。インストール・プログラムの実行が必要
なのは、製品モジュールのコンポーネントを含む層コンピューターのみです。製品
モジュールのコンポーネントが含まれていない層コンピューターはスキップできま
す。
以下の表に、製品モジュールをリストし、インストール・プログラムの実行が必要
な層コンピューターを示します。
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表 61. 製品モジュールとインストール・プログラムの実行が必要な層
製品モジュール

サービス層

IBM InfoSphere
FastTrack

X

エンジン層

クライアント層
X

X

IBM InfoSphere
Information
Analyzer
IBM InfoSphere
Metadata
Workbench

メタデータ・リ
ポジトリー層

X

X

IBM InfoSphere
X
Business Glossary

X

X

X
IBM InfoSphere
Business Glossary
Anywhere
(InfoSphere
Business Glossary
が必要)。このク
ライアントは別
個にインストー
ルされます。
メタデータ交換
エージェントお
よびブリッジ
(InfoSphere
Metadata Asset
Manager および
Import Export
Manager で使用
するために IBM
InfoSphere
Metadata
Interchange
Bridges をインス
トールします)。
他のすべて

X

X

X

X

インストール・プログラムは、コンピューターの層に対応するソフトウェアのみを
インストールします。構成内のすべてのコンピューターにインストール・プログラ
ムを実行し、そのたびにインストールする製品を選択します。インストール・プロ
グラムは、それぞれのコンピューターにどの層が存在するかを自動的に判別して、
該当するコンポーネントを追加します。
以下の順序で、コンピューターでプログラムを実行します。
1. インストールする製品モジュールがメタデータ・リポジトリー層の変更を必要と
する場合、メタデータ・リポジトリー層。
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メタデータ・リポジトリー層のデータベース・システムを事前インストールし、
インストール・メディアで提供されるスクリプトを使用してデータベース・シス
テム内にデータベースを構成した場合、メタデータ・リポジトリー層コンピュー
ターではインストール・プログラムを実行しません。
2. サービス層。製品モジュールの追加はすべて、サービス層の変更を必要としま
す。
3. エンジン層 (必要な場合)。表を参照して、エンジン層でインストール・プログラ
ムを実行する必要があるかどうかを判断します。
インストールする製品モジュールがエンジン層のインストールを必要としてい
て、エンジン層が存在していない場合には、まず、手順で説明されているように
エンジン層をインストールします。
4. インストールする製品モジュールがクライアント層の変更を必要とする場合、ク
ライアント。
クライアント層のインストールは、この手順のどの時点でも行えます。
例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer をインストールするには、まず、メタ
データ・リポジトリー層コンピューターでインストール・プログラムを実行しま
す。次に、サービス層コンピューターでそれを実行します。最後に、エンジン層で
そのプログラムを実行します。クライアント層コンピューターでのインストール・
プログラムの実行は、この手順のどの時点でも行えます。
InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage は、多くのコンポーネン
トを共有します。このため、これらのいずれかの製品モジュールを、もう一方の製
品モジュールがインストールされているシステムに追加する場合、インストール処
理が速くなります。
IBM InfoSphere Information Analyzer は、InfoSphere DataStage および InfoSphere
QualityStage と同じコンポーネントの多くを共有します。 InfoSphere DataStage また
は InfoSphere QualityStage が既にインストールされていると、 IBM InfoSphere
Information Analyzer のインストール処理の実行は速くなります。

手順
1. 製品モジュールをインストールするために、インストール済み環境に適切なソフ
トウェア層が存在することを確認します。必要な層が存在しない場合は、 288 ペ
ージの『インストール済み環境への層の追加』のトピックで説明されているとお
りにその層をインストールして構成します。 例えば、IBM InfoSphere FastTrack
のみをインストールした場合、インストール済み環境にエンジン層はありませ
ん。 InfoSphere DataStage を追加するには、まず、エンジン層を作成します。
2. コンピューターで、インストール・プログラムを実行します。
v プロンプトに従います。インストール・プログラムが既存のインストールを検
出し、さらに製品または層を追加するかどうかの選択が求められたら、「製品
の追加」を選択します。
v 引き続きプロンプトに従って、インストールする製品を選択し、インストール
を完了します。
3. 各ターゲット・コンピューターについて、処理を繰り返します。
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4. IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server ツールを実行し
て、インストールを検査します。詳しくは、 279 ページの『インストール検査と
トラブルシューティング』のトピックを参照してください。

次のタスク
新たにインストールされた製品モジュールを構成します。
インストール・プログラムを実行する前に、スケジュールされたタスクまたはデプ
ロイされたアプリケーションを無効にした場合、タスクを再実行し、アプリケーシ
ョンを再度使用可能にします。

インストール済み環境への層の追加
インストール・プログラムを実行することによって、既に 1 つ以上の層をホストし
ているコンピューターにソフトウェア層を追加することができます。

始める前に
インストール・トポロジーを選択し、インストール・チェックリストを確認して、
層コンピューターを準備します。製品メディアを取得し、インストール・プログラ
ムの実行方法を決定します。
InfoSphere Information Server インストール済み環境の現行のバックアップがあるこ
とを確認します。
重要: 最初のインストール・セッションの間に、今使用するか、将来使用する計画
のあるすべての製品モジュールをインストールしてください。ここで一部の製品モ
ジュールのみをインストールし、その後、修正およびサービス・パックをインスト
ールした場合、後で製品モジュールを追加したときに、修正およびサービス・パッ
クを再インストールする必要がある可能性があります。

このタスクについて
既に 1 つ以上の層をホストしているコンピューターにソフトウェア層を追加するに
は、ターゲット・コンピューターでインストール・プログラムを実行します。
複数の層を追加する場合でも、インストール・プログラムの実行が必要なのは、各
コンピューターで 1 回のみです。インストール・プログラムは、コンピューター上
に適切な順序で層をインストールします。
クライアント層のインストールの場合、同じコンピューターに複数のクライアント
のバージョンを含めるときは、バージョン 8.7 クライアント層をインストールする
前に、それより前のバージョンのクライアントをコンピューターにインストールし
ます。クライアントは、古いバージョンから最新のバージョンの順にインストール
します。

手順
1. コンピューターで、インストール・プログラムを実行します。
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v プロンプトに従います。インストール・プログラムが既存のインストールを検
出し、さらに製品または層を追加するかどうかの選択が求められたら、「層の
追加」を選択します。
エンジン層がインストールされたコンピューターにクライアント層をインスト
ールする場合、クライアント層とエンジン層は同じ基本ディレクトリー
(C:¥IBM¥InformationServer など) を共有する必要があります。
インストール済み環境にさらに層を追加する場合、以下の依存関係に注意して
ください。
表 62. 層の依存関係
層

依存関係

メタデータ・リポジトリー層

なし

サービス層

メタデータ・リポジトリー層

エンジン層

サービス層

クライアント層

なし

v 引き続きプロンプトに従って、インストールする製品を選択し、インストール
を完了します。
2. IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server ツールを実行し
て、インストールを検査します。詳しくは、 279 ページの『インストール検査と
トラブルシューティング』のトピックを参照してください。

次のタスク
347 ページの『第 3 部 インストール後のソフトウェアの構成』で説明されている
ように、ソフトウェアを構成します。
インストール・プログラムを実行する前に、スケジュールされたタスクまたはデプ
ロイされたアプリケーションを無効にした場合、タスクを再実行し、アプリケーシ
ョンを再度使用可能にします。
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第 8 章 スイート・インストール・プログラムにないコンポーネ
ントのインストール
一部のコンポーネントには、専用のインストール・プログラムが用意されていま
す。これらのコンポーネントは、IBM InfoSphere Information Server をインストール
した後でインストールします。

IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアントのインスト
ール
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere を使用するには、クライアントをイン
ストールして構成する必要があります。

エンタープライズ全体での配布の準備
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere のエンタープライズ全体でのインスト
ールおよび更新機能を利用して、管理者は、IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere クライアントのインストール・ファイルを共有ディレクトリーにコピーし
て、構成ファイルを編集できます。

始める前に
v InfoSphere Business Glossary Anywhere サーバーが、既にサービス層にインストー
ルされている必要があります。
v IBM InfoSphere Business Glossary がインストールされているシステムの名前およ
びポート番号が分かっている必要があります。名前およびポート番号の要件の詳
細情報は、 293 ページの『サーバー構成パラメーター』を参照してください。
v パッチやフィックスパックなどのクライアントに対する更新をインストールする
場合に、自動更新機能を利用するには、前のクライアント・インストール・ファ
イルがあるディレクトリーのパスが分かっている必要があります。

このタスクについて
InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアントは、 IBM InfoSphere
Information Server のインストールとは別個にインストールして構成する必要があり
ます。クライアントは、Microsoft Windows オペレーティング・システムを実行して
いる個別のユーザーのコンピューターで実行されます。追加要件については、
InfoSphere Information Server システム要件 を参照してください。
InfoSphere Business Glossary Anywhere は、以下のエンタープライズ全体でのインス
トール機能を備えています。
v ユーザーは、中央の場所からクライアントをインストールできます。
v ユーザーのコンピューターは、InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアン
トのソフトウェア更新が使用可能になったときに、自動的に更新できます。
中央の場所からクライアントをインストールするには、管理者は、インストール・
ファイルが含まれる、ネットワークを介して共有されるディレクトリーを作成する
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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必要があります。各ユーザーは、共有ディレクトリーから、クライアントを自身の
コンピューターにインストールできます。必要であれば、管理者は構成ファイルを
編集できます。構成ファイルの中の値は、この最初のインストールの間に、すべて
のクライアントに伝搬されます。 構成ファイル config.ini で、サーバーと
InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアント間の接続情報を指定します。
自動更新機能を使用するには、更新された InfoSphere Business Glossary Anywhere
クライアントを含む圧縮ファイルを、以前のバージョンに使用されたのと同じ共有
ディレクトリーにコピーする必要があります。そうすると、次回ユーザーがクライ
アントを開始したときに、クライアントは自動的に更新されます。
注: 自動更新機能は、特定の InfoSphere Business Glossary Anywhere バージョンに
対するフィックスパックなどの更新を適用できますが、あるバージョンから別のバ
ージョンへの更新はできません。例えば、この機能を使用して、クライアントを
InfoSphere Business Glossary Anywhere バージョン 8.1.2 から InfoSphere Business
Glossary Anywhere バージョン 8.7 に更新することはできません。

手順
1. ファイル file_name.zip を、ユーザーがアクセスできる共有ディレクトリーに
コピーします。ここで、file_name.zip は、InfoSphere Business Glossary
Anywhere クライアントを含んだファイルの名前です。 このファイルは、
InfoSphere Business Glossary Anywhere をインストールするために必要なすべて
のファイルが含まれた圧縮ファイルです。例えば、InfoSphere Business Glossary
Anywhere バージョン 8.7 の場合、このファイルは BGA_WIN_87.zip です。
注: サイトにクライアントが既にインストールされている場合には、自動更新機
能を利用するために、現行バージョンのインストール・ファイルがあるのと同じ
ディレクトリーにインストール・ファイルをコピーします。
2. (初めてのインストールのみ。) インストール・ディレクトリーのルートで、テキ
スト・エディターを使用して、config.ini を開きます。ご使用のサイト用に構
成値を変更します。
注: config.ini ファイルに設定された値は、各ユーザー・コンピューターに、
初めて InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアントをインストールする
ときに有効になります。その後のインストール (更新) では、構成変更は、各ク
ライアントの中で、「設定」画面から手動で行う必要があります。

次のタスク
次に、InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアントを以下のいずれかの方法
でインストールします。
v このバージョンの InfoSphere Business Glossary Anywhere のクライアントを、新
しいインストール・ファイルが現在あるのと同じディレクトリーから、これまで
にインストールしたことがない場合には、ユーザーは、そのクライアントを手動
でインストールする必要があります。 295 ページの『IBM InfoSphere Business
Glossary Anywhere クライアントのインストール』を参照してください。
v フィックスパックやその他の暫定リリースに更新する場合で、その暫定リリース
のファイルを、その前のメジャー・バージョンのファイルがインストールされた
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のと同じディレクトリーからインストールするときには、そのクライアントは、
ユーザーが初めてそのクライアントを実行したときに自動的に更新されます。ユ
ーザー介入は不要です。

サーバー構成パラメーター
config.ini 構成ファイルには、サーバーと IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere のすべてのクライアントとの間の接続を構成するためのパラメーターが含
まれています。

目的
config.ini ファイル内のパラメーターは、InfoSphere Business Glossary Anywhere
のクライアントが最初にインストールされたときに、そのクライアントの「サーバ
ー構成」タブの設定を構成します。特定の config.ini ファイルが存在するサーバ
ーからインストールされたすべてのクライアントは、このファイルの設定によって
影響を受けます。
注: クライアントの最初のインストールの後、これらのパラメーターを変更するに
は、各クライアントの「サーバー構成」タブでパラメーターを編集します。

パラメーター
各パラメーターの値を設定するか、デフォルト値が存在する場合にはそのデフォル
ト値を受け入れることもできます。
LogFileDirectory
このディレクトリーのログ・ファイルにログ・メッセージを書き込みます。
オプション: クライアント・コンピューターのローカル・ディスク上の完全なデ
ィレクトリー・パスを入力します。
デフォルト・ディレクトリーは、C:¥Documents and Settings¥user
account¥Application Data¥IBM¥BusinessGlossaryAnywhere¥Logs です。ここ
で、user account は、クライアント・コンピューター上の Microsoft Windows
ユーザー・アカウントの名前です。クライアント・インストール・プログラム
は、各クライアント・コンピューターのユーザー・アカウントの名前を自動的に
判別します。
HostName
「HostName」の値は、WebSphere Application Server クラスタリングがサービス
層の構成内にセットアップされているかどうかによって異なります。
クラスタリングが、セットアップされている
場合

「HostName」は、フロントエンド・ディス
パッチャー (Web サーバーまたはロード・バ
ランサーのいずれか) の名前または IP アド
レスと、ポートです。
特定のクラスター・メンバーのホスト名を使
用しないでください。

クラスタリングがセットアップされていない
場合

HostName は、WebSphere Application Server
がインストールされているコンピューターの
ホスト名または IP アドレスです。
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Port
ServerName パラメーターで設定したサーバーの Web コンソールまたはフロン
トエンド・ディスパッチャーのポート番号を指定します。
「Port」の値は、IBM WebSphere Application Server クラスタリングがサービス
層の構成内にセットアップされているかどうかによって異なります。
クラスタリングが、セットアップされている
場合

「Port」は、フロントエンド・ディスパッチ
ャー (Web サーバーかロード・バランサーの
いずれか) のポートです。
特定のクラスター・メンバーのポートを使用
しないでください。

クラスタリングがセットアップされていない
場合

「Port」は、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールに割り当てられてい
るポートです。

UserName
HostName パラメーターのサーバー上の IBM InfoSphere Business Glossary にア
クセスできるユーザー・アカウントの名前を指定します。
ユーザーは、Business Glossary 基本ユーザー以上のロールを備えている必要が
あります。
デフォルト値はありません。
Password
UserName パラメーターのユーザー・アカウントのパスワードを指定します。
パスワードは暗号化されず、任意のユーザーが config.ini ファイルを開くこと
で表示できます。
デフォルト値はありません。
CustomizedText
ここに入力したテキストが、ウェルカム画面の製品タイトルの下に表示されま
す。
オプション: 任意の英数字のテキストを入力します。テキストは、ウィンドウ幅
を超えて表示されず、最後の完全な単語の後で切り捨てられます。会社のロゴな
どのグラフィックスを含めないでください。
デフォルト・テキストはブランクです。
UILanguageCode
使用するクライアントの言語を定義します。デフォルト設定は、英語 (米国) で
す。
注: config.ini ファイルが見つからない場合でも、デフォルトは、英語 (米国)
です。
サーバーでクライアントとは異なる言語が設定されている場合には、クライアン
トがサーバーに接続すると、クライアントの言語設定がサーバーの設定に変更さ
れます。新しい設定を有効にするために、ユーザーには、クライアントを再実行
するようにプロンプトが出されます。
以下の値がサポートされます。
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値

言語

ar

アラビア語

ja-JP

英語 (米国)

de-DE

ドイツ語

es-ES

スペイン語

fr-FR

フランス語

he-IL

ヘブライ語

it-IT

イタリア語

ja-JP

日本語

ko-KR

韓国語

pt-BR

ポルトガル語 (ブラジル)

ru-RU

ロシア語

zh-CN

中国語 (簡体字)

zh-TW

中国語 (繁体字)

サンプル config.ini ファイル
このサンプル・ファイルは、C:¥IBM¥BGA¥LOGS にあるログ・ファイルに情報メッセ
ージを書き込むように、InfoSphere Business Glossary Anywhere を構成します。エラ
ーは、Microsoft Windows イベント・ビューアーにも送信されます。「ようこそ」ウ
ィンドウおよび「概要」ウィンドウに、会社名 Acme Enterprises が含まれていま
す。InfoSphere Business Glossary は、sample_server というサーバーにインストー
ルされます。
LogFileDirectory=C:¥IBM¥BGA¥LOGS
HostName=sample_server
Port=9080
UserName=sample_user
Password=sample_password
CustomizedText=Acme Enterprises
UILanguageCode=ja-JP

IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアントの
インストール
最初のインストールまたは更新のために、コンピューターに IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere クライアントをインストールして構成します。

始める前に
Business Glossary 基本ユーザー以上のロールを備えたユーザー・アカウントが、
IBM InfoSphere Information Server 上に必要です。

このタスクについて
InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアントをインストールして、ユーザー
設定および構成パラメーターを定義できます。パラメーターによっては、管理者に
よって事前構成されているものもあります。

第 8 章 スイート・インストール・プログラムにないコンポーネントのインストール

295

特定のバージョンの最初のインストールの後に、このバージョンの InfoSphere
Business Glossary Anywhere の InfoSphere Business Glossary Anywhere の暫定リリ
ース (フィックスパックなど) が最初のインストール・ディレクトリーの中からイン
ストールされている場合には、クライアントは自動的に更新されます。
注: 以前のバージョンに使用されたディレクトリーと異なるディレクトリーから
InfoSphere Business Glossary Anywhere をインストールする場合は、最初に、以前の
バージョンをアンインストールする必要があります。

手順
1. インストール・メディアのルートにある BusinessGlossaryAnywhereClient ディ
レクトリーから、file_name.zip ファイルをディレクトリーにコピーします。こ
こで、file_name.zip は、InfoSphere Business Glossary Anywhere クライアント
が含まれたファイルの名前です。次に、このファイルを解凍します。 例えば、
InfoSphere Business Glossary Anywhere バージョン 8.5 の場合、このファイルは
BGA_WIN_87.zip です。暫定リリースで更新する場合は、自動更新機能を利用す
るために、以前のバージョンのインストール元と同じディレクトリーに
file_name.zip ファイルをコピーします。
2. BGAsetup.exe をダブルクリックして、インストールを開始します。インストー
ルが完了すると、「開いた本」アイコン
す。

がシステム・トレイに表示されま

3. 「開いた本」アイコンを右クリックして、「設定」 > 「テキスト・キャプチャ
ー」をクリックします。テキストをキャプチャーするために使用する方式を構成
します。
4. 開いた本のアイコンを右クリックして、「設定」 > 「サーバー構成」をクリッ
クします。サーバー名、サーバー・ポート、ユーザー名、およびパスワードを構
成します。あるいは、必要であれば更新します。この情報については、IBM
InfoSphere Business Glossary アドミニストレーター、または、IBM InfoSphere
Information Server アドミニストレーターに問い合わせてください。
5. 「ユーザー設定」タブをクリックして、その他のユーザー・パラメーターを定義
します。「OK」をクリックして設定を保存し、構成ウィンドウを閉じます。
6. 「検索項目」タブをクリックして、検索に含めるビジネス・グロッサリーの内容
を定義します。
7. (HTTPS が有効になっている場合は必須。) 接続先の IBM InfoSphere
Information Server ポートが HTTPS を使用する場合、初めて InfoSphere
Business Glossary Anywhere にアクセスするときに、サーバーからの証明書が信
頼されないと、HTTPS に関してメッセージが表示されます。そのようなメッセ
ージを受信した場合、セキュリティー証明書をインストールする必要がありま
す。これを行うには、Microsoft Windows Internet Explorer の Web ブラウザーで
次の手順を実行する方法があります。
a. Windows Internet Explorer を開きます。アドレス・フィールドに IBM
InfoSphere Business Glossary ブラウザーに接続するための接続情報を入力し
ます。 次のフォーマットを使用します。
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https://host_server:port/bgここで、host_server にはサーバー名、port
にはサーバー・ポートを、InfoSphere Business Glossary Anywhere 設定画面の
「サーバー構成」タブで構成したとおりに指定します。
注: 以下のステップは、Windows Internet Explorer 7.0 を使用した場合の手順
を示しています。 Internet Explorer の他のバージョンでは、必要な手順が少
し異なる可能性があります。
b. セキュリティー証明書の問題について警告するページで、「このサイトの閲
覧を続行する (推奨されません)。」をクリックします。
c. ウィンドウの上部の「証明書のエラー」をクリックし、次に「証明書の表
示」をクリックします。
d. 「証明のパス」タブをクリックします。
e. 「証明のパス」ウィンドウの上部に表示されるルート・パスをクリックしま
す。
f. 「証明書の表示」をクリックします。
g. 「証明書のインストール」をクリックして、「証明書のインポート ウィザー
ド」を起動します。
h. 「証明書のインポート ウィザード」のプロンプトに従って進み、「完了」を
クリックします。 これで、証明書を任意のセキュリティー・ストアに保管で
きます。
i. 「セキュリティ警告」画面で、「はい」をクリックして証明書をインストール
します。
j. 開いた本のアイコンをダブルクリックして、InfoSphere Business Glossary
Anywhere を再オープンし、ビジネス・グロッサリーに接続します。

次のタスク
ビジネス・グロッサリーに接続できることを確認するには、システム・トレイ内の
「開いた本」アイコンをダブルクリックします。
接続エラーが生じる場合には、ログ・ファイルを確認します。クライアントを開始
するごとに、クライアント・コンピューター上にログ・ファイルが作成されます。
ログ・ファイルの名前は、BusinessGlossaryAnywhereyyyymmddhhmmss.log です。ここ
で、 yyyymmddhhmmss は、アプリケーションを開始した年、月、日、時、分、およ
び秒です。ログ・ファイルは、config.ini ファイル内の LogFileDirectory パラメ
ーターに定義されたディレクトリー内にあります。 InfoSphere Business Glossary 管
理者に問い合わせて、サーバー名、ポート番号、ユーザー名、およびパスワードが
正しいことを確認します。
「設定」タブから使用できるオプションを使用して、いつでも、テキスト・キャプ
チャー方式、ユーザー設定、および構成の値を変更できます。

IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse のインストール
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse には、 Eclipse ベース・アプリケー
ションからビジネス・グロッサリーの内容に直接アクセスできるようにする Eclipse
プラグイン・コンポーネントが用意されています。
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始める前に
ご使用のシステムが、IBM InfoSphere Information Server の InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse について記述されている前提条件を満たしていることを
確認してください。
IBM InfoSphere Data Architect または Rational® Software Architect 製品以外の
Eclipse アプリケーションを扱う場合には、必ず、公開されている Eclipse コンポー
ネントを自動的にインストールするように Eclipse アプリケーションがセットアッ
プされていることを確認してください。これらの Eclipse コンポーネントは、
InfoSphere Data Architect および Rational Software Architect 製品で提供されていま
す。Eclipse のインストールにそれらが含まれていない場合には、ご使用のバージョ
ンの Eclipse に対応する Eclipse プラグインを更新する必要がある場合がありま
す。インストール済みの Eclipse のバージョンによって、必要なステップが異なり
ます。
接続先の InfoSphere Information Server ホストが HTTPS を使用する場合、コンピ
ューターには、InfoSphere Information Server ホストと一致するデジタル・セキュリ
ティー証明書がインストールされていなければなりません。初めてサーバーに接続
するときに、サーバーからの証明書が信頼されない場合、HTTPS に関するメッセー
ジが表示されます。このようなメッセージを受け取った場合は、システム管理者に
連絡し、場所が分かっているディレクトリーに証明書を入れてもらいます。そのデ
ィレクトリーにアクセスして、証明書をコンピューターにインストールする必要が
あります。

このタスクについて
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse は、次のいずれかの場所からインス
トールできます。
Web 更新サイト
IBM InfoSphere Business Glossary をインストールする場合、InfoSphere
Business Glossary Client for Eclipse インストール・ファイルがある Web 更
新サイトが作成されます。
アーカイブ更新サイト
ソフトウェア・メディアからご使用のハード・ディスクのディレクトリーに
インストール・ファイル BGE_ALL_87.zip をコピーします。このファイル
がアーカイブ更新サイトです。
ヒント: 管理者として複数のユーザーにクライアントを提供する場合は、す
べてのユーザーがアクセスできる共有ディレクトリーにこのファイルをコピ
ーしてください。
クライアントは、次の表に示す Eclipse 機能から構成されます。必要に応じて、機
能のすべてをインストールすることも、そのサブセットをインストールすることも
可能です。
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機能名

説明

機能の依存関係

InfoSphere Business Glossary
Core

Eclipse ベース・アプリケー
ション内からビジネス・グロ
ッサリーを表示することがで
きます。機能は、InfoSphere
Business Glossary Client for
Eclipse Core API も含みま
す。

なし

InfoSphere Business Glossary
UML Profile

ユーザーは、Business
Glossary プロファイルを
UML モデルに適用し、既存
の用語割り当てを表示できま
す。機能は、InfoSphere
Business Glossary Client for
Eclipse UML Profile API も
含みます。

なし

InfoSphere Business Glossary
UML Integration

ユーザーは、モデル・エレメ
ントへの用語の割り当てを含
め、用語情報を UML モデ
ル・エレメントに取り込むこ
とができます。

v InfoSphere Business
Glossary Core

InfoSphere Business Glossary
Data Model Integration

InfoSphere Business Glossary
Physical Model Integration

ユーザーは、モデル・エレメ
ントへの用語の割り当てを含
め、用語情報を論理データ・
モデル・エレメントおよび物
理データ・モデル・エレメン
トに取り込むことができま
す。
ユーザーは、用語情報を組み
込み、用語を物理データ・モ
デル・エレメントに割り当て
ることができます。

v InfoSphere Business
Glossary UML Profile
v InfoSphere Business
Glossary Core
v InfoSphere Business
Glossary UML Profile

InfoSphere Business Glossary
Core

手順
1. InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse を追加する先の Eclipse アプリケ
ーションを開始します。
2. 公開されているコンポーネントを更新するように Eclipse を構成します。Eclipse
バージョンに基づいて、以下のステップを実行します。
Eclipse 3.4.2
a. 「ヘルプ」 > 「ソフトウェア更新」をクリックします。
b. 「使用可能なソフトウェア」タブをクリックします。
c. 「サイトの管理」をクリックします。「使用可能なソフトウェア・サ
イト」のリストに Ganymede 更新サイトがあり、選択済みであるこ
とを確認します。 Ganymede 更新サイトがリストにない場合には、
「追加」をクリックして、「ロケーション」フィールドに
http://download.eclipse.org/releases/ganymede と入力します。
d. 「OK」をクリックします。
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Eclipse 3.5.1
a. 「ヘルプ」 > 「新規ソフトウェアのインストール」をクリックしま
す。
b. 「使用可能なソフトウェア・サイト」というハイパーリンクをクリッ
クします。「使用可能なソフトウェア・サイト」のリストに Galileo
更新サイトがあり、使用可能になっていることを確認します。
Galileo 更新サイトがリストにない場合には、「追加」をクリックし
て、「ロケーション」フィールドに http://download.eclipse.org/
releases/galileo と入力します。
c. 「OK」をクリックします。
d. 「必須ソフトウェアを検索するためにインストール中にすべての更新
サイトに接続する」を必ずチェックします。
3. InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse 更新サイトを追加します。
a. Eclipse バージョン 3.4.2 では、「ヘルプ」 > 「ソフトウェア更新」 > 「サ
イトの追加」をクリックします。
あるいは、Eclipse バージョン 3.5.1 では、「ヘルプ」 > 「新規ソフトウェ
アのインストール」 > 「追加」をクリックします。
b. Web 更新サイトか、アーカイブ更新サイトのどちらかからインストールしま
す。
Web 更新サイトからのインストール
1) 「サイトの追加」ウィンドウで、インストールの URL
https://host_server:9080/bge/update を入力します。
host_server
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパ
ッチャーがある場合は、フロントエンド・ディスパッチャ
ーのホスト名を使用します。
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパ
ッチャーがない場合、サービス層コンピューターのホスト
名を使用します。
2) 「OK」をクリックします。
アーカイブ更新サイトからのインストール
1) 「サイトの追加」ウィンドウで、「アーカイブ」をクリックしま
す。
2) アーカイブ更新サイトで、BGA_ALL_87.zip ファイルまでナビゲー
トします。「OK」をクリックします。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse の機能が、使用可
能なソフトウェアのリストに追加されます。
c. 追加したサイトまでナビゲートし、内容を展開します。インストールしたい
依存機能ごとにチェック・ボックスを選択します。 機能の依存関係について
詳しくは、表の「機能の依存関係」列を参照してください。
Eclipse 3.5.1 を使用している場合には、必ず、「項目をカテゴリー別にグル
ープ化」が選択されていないことを確認してください。
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d. 「インストール」をクリックします。 その後の指示に従って、インストール
を完了します。
4. 接続先の InfoSphere Information Server ホストが HTTPS を使用する場合、初め
てサーバーに接続するときに、サーバーからの証明書が信頼されないと、HTTPS
に関してメッセージが表示されます。このようなメッセージを受け取った場合
は、次のステップを行って、セキュリティー証明書をインストールする必要があ
ります。
a. Microsoft Windows Internet Explorer を開きます。アドレス・フィールドに
IBM InfoSphere Business Glossary ブラウザーに接続するための接続情報を入
力します。 次のフォーマットを使用します。
https://host_server:port/bg
host_server
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーが
ある場合は、フロントエンド・ディスパッチャーのホスト名を使用し
ます。
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーが
ない場合、サービス層コンピューターのホスト名を使用します。
port

インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーが
ある場合で、フロントエンド・ディスパッチャーが HTTPS 用に構成
されていれば、フロントエンド・ディスパッチャーの HTTPS ポート
を使用します。そうでなければ、フロントエンド・ディスパッチャー
の HTTP ポートを使用します。
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーが
ない場合で、HTTPS が構成されていれば、WebSphere Application
Server セキュア転送ポートを使用し、HTTPS が構成されていなけれ
ば、HTTP 転送ポートを使用します。

注: 以下のステップは、Windows Internet Explorer 7.0 を使用した場合の手順
を示しています。 Internet Explorer の他のバージョンでは、必要な手順が少
し異なる可能性があります。
b. セキュリティー証明書の問題について警告するページで、「このサイトの閲
覧を続行する (推奨されません)」をクリックします。
c. ウィンドウの上部の「証明書のエラー」をクリックし、次に「証明書の表
示」をクリックします。
d. 「詳細」タブをクリックします。
e. 「ファイルへコピー」をクリックし、「次へ」をクリックします。
f. 「Base-64 encoded X.509 (.CER)」を選択し、「次へ」をクリックします。
g. 証明書を任意のディレクトリーに保存して、「完了」をクリックします。 後
のステップで、証明書の名前とその絶対ディレクトリー・パスが必要になり
ます。
h. コマンド・プロンプト・ウィンドウで、使用する Eclipse アプリケーション
(例えば、InfoSphere Data Architect または IBM Rational Software Architect)
に関連付けられた JRE バイナリーのディレクトリーに移動します。
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ディレクトリーの例としては、C:¥Program Files¥IBM¥SDP¥jdk¥jre¥bin など
があります。
i. 次のコマンドを実行します。
keytool -import -v -file "certificate_name" -keystore
..¥lib¥security¥cacerts
ファイル certificate_name は、絶対ディレクトリー・パスが付いた証明書の名
前です。ファイルは引用符 (") で囲む必要があります。
例えば、コマンドは次のようになります。
keytool -import -v -file "C:¥SSL¥bge_certificate" -keystore
..¥lib¥security¥cacerts

鍵ストア・ユーティリティーは、証明書にアクセスし、それをインポートする
準備をします。次の情報を入力します。
1) 「Enter keystore password」プロンプトに、「changeit」と入力します。
2) 「Trust this certificate」プロンプトに、「Y」と入力します。
証明書がインストールされ、鍵ストアに追加されます。

次のタスク
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse がインストールされていることを確
認し、InfoSphere Business Glossary に接続するようにクライアントを構成します。
そのあと、資料を参照して、クライアントの使用方法を理解します。
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse がインストールされていることを確
認するには、次のようにします。
1. Eclipse アプリケーションを開始します。
2. メニュー・バーから「ウィンドウ」 > 「設定」と選択します。使用可能な設定
ページ・タイトルのリストが表示されます。
3. 左側のペインにリストされた設定ページ・タイトルの 1 つとして、Business
Glossary があることを確認します。これが表示されている場合は、InfoSphere
Business Glossary Client for Eclipse はインストールされています。
InfoSphere Business Glossary に接続するには、次のようにします。
1. Eclipse アプリケーションがまだ開始されていなければ、これを開始します。
2. メニュー・バーから「ウィンドウ」 > 「設定」と選択します。使用可能な設定
ページ・タイトルのリストが表示されます。
3. 設定ページ・タイトルのリストから、「Business Glossary」をクリックします。
4. F1 を押すか、「ヘルプ」アイコン ? をクリックすると、接続設定ページのオン
ライン・ヘルプが表示されます。
5. オンライン・ヘルプの手順に従って、接続設定を指定します。
クライアントの使用方法を知るには、「ヘルプ」 > 「ヘルプ目次」 > 「IBM
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse」を選択して、資料を参照してくだ
さい。
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IBM InfoSphere DataStage MVS™ Edition の z/OS コンポーネントのイ
ンストール
IBM z/OS が稼働するサーバー上で IBM InfoSphere DataStage ジョブをコンパイル
して実行する場合は、最初に、COBOL コピーブック・ファイルとランタイム・ラ
イブラリー (RTL) をインストールする必要があります。

手順
コンポーネントをインストールするには、次のようにします。
1. COBOL コピーブック・ファイルをアップロードし、これらのファイルをコピー
ブック・ライブラリー (copylib) のメンバーとして追加します。 『COBOL コピ
ーブック・ファイルのインストール』を参照してください。
2. z/OS ジョブのランタイム・ライブラリーをインストールします。 ライブラリー
には、ジョブが実行されるときに使用されるルーチンが含まれます。 304 ページ
の『z/OS ジョブのランタイム・ライブラリーのインストール』を参照してくだ
さい。
3. インストール検証プロセス (IVP、installation verification process) を実行しま
す。 IVP は、z/OS 環境が、z/OS ジョブのコンパイルおよび実行用に構成され
ていることを検証します。 306 ページの『z/OS コンポーネントのインストール
検査プロセス』を参照してください。

COBOL コピーブック・ファイルのインストール
COBOL コピーブック・ファイルをアップロードし、これらのファイルをコピーブ
ック・ライブラリー (copylib) のメンバーとして追加します。

手順
1. FTP を使用して、COBOL コピーブック・ファイルを copylib メンバーにアップ
ロードします。 インストール・メディアでは、ファイルは Mainframe
Components ディレクトリーにあります。
表 63. コピーブックと copylib の関係
コピーするファイル

コピー先の copylib メンバー

ArdtIMSg.cob

ARDTIMSG

ArdtMsg1.cob

ARDTMSG1

ArdtMsg2.cob

ARDTMSG2

ArdtUBgn.cob

ARDTUBGN

ArdtUCod.cob

ARDTUCOD

ArdtUDat.cob

ARDTUDAT

ArdtUEnd.cob

ARDTUEND

ArtdtUFct.cob

ARDTUFCT

ArtdtuFdf.cob

ARDTUFDF

RTLMsgs.cob

RTLMSGS

2. COBOL プログラムのコンパイル用 JCL テンプレートに、アップロードされた
コピーブック・ファイルが含まれた copylib の名前を指定します。
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a. デザイナー・クライアントを起動します。
b. 「ツール」メニュー・オプションの下にある、
CompileLink、DB2CompileLinkBind、および TDCompileLink JCL テンプレー
トを編集します。
c. 各 COBCOMP ステップの SYSLIB DD ステートメントに、copylib を指定し
ます。

Copylib メンバー
copylib メンバーには IBM InfoSphere DataStage のメッセージ・テキストまたはカ
スタマイズ可能なコード・テンプレートが含まれています。

メッセージ・テキスト
次の表では、ランタイム・メッセージ・テキストを含む copylib メンバーについて
説明します。
表 64. カスタマイズ可能なメッセージ・テキストを持つ Copylib メンバー
copylib メンバー

カスタマイズの対象

ARDTIMSG

IMS™ DB エラーに関するメッセージ・テキスト

ARDTMSG1

ジョブ実行後に表示されるメッセージ・テキスト

ARDTMSG2

ファイル処理エラーに関するメッセージ・テキスト

RTLMSGS

ランタイム・ライブラリーが生成するエラーおよび警告に関するメッ
セージ・テキスト

テンプレート
次の表では、ジョブ用に生成された COBOL プログラムの初期化または終了を制御
できる copylib メンバーについて説明します。
表 65. 生成された COBOL プログラムのオペレーションを制御できる Copylib メンバー
copylib メンバー

追加するもの

ARDTUBGN

生成された COBOL プログラム用のプログラム初期化コードを追加。

ARDTUCOD

生成された COBOL プログラムの終わりにパラグラフを追加。

ARDTUDAT

生成された COBOL プログラムの PROCEDURE DIVISION ステート
メント前にコードを追加。例えば、WORKING-STORAGE 変数および
LINKAGE SECTION を追加できます。

ARDTUEND

各 GOBACK ステートメントの前にプログラム終了コードを追加。

ARDTUFCT

ENVIRONMENT 部の FILE-CONTROL パラグラフの終わりに
SELECT などのステートメントを追加。

ARDTUFDF

DATA DIVISION の FILE SECTION の終わりに FD ステートメント
を追加。

z/OS ジョブのランタイム・ライブラリーのインストール
z/OS ジョブのランタイム・ライブラリーには、ジョブの実行時に使用されるルーチ
ンが含まれます。
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手順
1. z/OS が稼働するコンピューターにログインします。
2. ランタイム・ライブラリーのデータ・セットを割り振ります。
a. ISPF で、機能 3.2 (データ・セット・ユーティリティー) にアクセスしま
す。
b. 「Option」行に、「A」と入力します。
c. 「Tab to the Data Set Name」プロンプトで、データ・セット名を入力し、
Enter キーを押します。
d. 「Allocate New Data Set」パネルの「Space units」フィールドに、「TRKS」と
入力します。
e. 「Allocate New Data Set」パネルで、次の値を入力します。
フィールド

値

Primary quantity

10

Secondary quantity

10

Directory blocks

0

Record format

FB

Record length

80

Block size

3120

3. ランタイム・ライブラリー・データ・ファイルを割り振り済みのランタイム・ラ
イブラリーのデータ・セットに転送します。
a. ワークステーションで、FTP を起動します。
b. z/OS が稼働するコンピューターに接続して、ログインします。
c. 転送モードを BIN に設定します。
d. PUT コマンドを使用して、ArdtRTL.data ファイルを、割り振られたランタイ
ム・ライブラリーのデータ・セットに送信します。 このファイルには、IBM
InfoSphere DataStage ランタイム・ライブラリーがバイナリー形式で格納され
ています。
4. z/OS が稼働するコンピューターで、ランタイム・ライブラリーのデータ・セッ
トを受信します。
a. TSO RECEIVE コマンドを実行します。 RECEIVE INDA('input_dataset_name')
input_dataset_name はステップ 2 で指定したデータ・セットです。
b. プロンプトで、DA('output_dataset_name') と入力します。
output_dataset_name は TSO RECEIVE コマンドで作成されるデータ・セットの
名前です。この出力データ・セットは、ステップ 5、6、7 で作成および実行
されるジョブで使用される順次ファイルです。
5. ファイル ArdtRTL.jcl を z/OS に転送します。 このファイルには、ランタイ
ム・ライブラリーを作成するためのサンプル JCL が含まれています。
a. ワークステーションで、FTP を起動します。
b. z/OS が稼働するコンピューターに接続して、ログインします。
c. 転送モードを ASCII に設定します。
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d. PUT コマンドを使用して、ArdtRTL.jcl ファイルを JCL ライブラリーのメン
バーに送信します。
6. z/OS が稼働するコンピューターで、ステップ 5d で指定した JCL ライブラリ
ー・メンバーを編集します。
a. ご使用のサイト基準を満たすように、JOB ステートメントを変更します。
b. SEQ1 ステートメントで、DSN 値を、ステップ 4b の TSO RECEIVE コマン
ドで作成された出力データ・セットの名前に変更します。出力データ・セッ
トは IEBCOPY 操作のソース・データ・セットです。
c. PDS2 ステートメントで、DSN 値を、InfoSphere DataStage ランタイム・ラ
イブラリーの内容を含むリンク・ライブラリーの名前に変更します。リン
ク・ライブラリーは IEBCOPY 操作のターゲットです。
7. 前のステップの JCL ファイルをサブミットして、データ・セットをリンク・ラ
イブラリーにコピーします。
8. デザイナー・クライアントを起動します。
9. JCL テンプレートを CompileLink および DB2CompileLinkBind 用に編集しま
す。LKED ステップで、ステップ 6c の PDS2 ステートメントで指定したデー
タ・セット名を使用するように ARDTLIB DD ステートメントを変更します。

z/OS コンポーネントのインストール検査プロセス
インストール検査プロセス (IVP) は、z/OS 環境が、z/OS ジョブのコンパイルおよ
び実行用に構成されていることを検証します。
インストール検査プロセスは、IBM InfoSphere DataStage ジョブを使用して z/OS
環境を検証します。
ジョブ

目的

IVPFLAT

ランタイム・ライブラリーをテストします。

IVPDB2

IBM DB2 for z/OS およびランタイム・ライ
ブラリーへの接続をテストします。

IVPIMS

IMS データベースおよびランタイム・ライブ
ラリーへの接続をテストします。

インストールおよびインストール検査プロセスの実行については、インストール・
メディアの ¥Utilities¥Supported¥IVP¥IVP Installation Instructions.doc ファ
イルを参照してください。

IBM InfoSphere Blueprint Director のインストール
IBM InfoSphere Blueprint Director は IBM InfoSphere Information Server に含まれま
す。InfoSphere Blueprint Director によって、業務チームと IT チームは、ビジネス
の構想と、それに対応するテクニカル・メタデータとを関連付ける、実用的な情報
の詳細な計画を共同で作成できるようになります。そのため、業務と情報技術を強
力に結びつけることができます。InfoSphere Blueprint Director は、参照アーキテク
チャーと方法論に基づくベスト・プラクティスを適用するようにチームを誘導して
いきます。
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始める前に
InfoSphere Blueprint Director は、Microsoft Windows 環境のみでサポートされま
す。システム要件、および互換性のあるソフトウェアについての詳細のすべては、
リリース・ノートを参照してください。リリース・ノートは、InfoSphere Blueprint
Director セットアップ・プログラムと同じディレクトリーに入っています。

このタスクについて
Microsoft Windows が稼働するコンピューター上に IBM InfoSphere Information
Server をインストールするときに、インストール・プログラムは、InfoSphere
Blueprint Director の資料とセットアップ・プログラムを含むディレクトリーを作成
します。このディレクトリーは、すべての製品モジュールとコンポーネント用で、
クライアント層に作成されます。

手順
1. InfoSphere Information Server の製品メディアを CD ドライブに挿入します。
2. コマンド・プロンプト・ウィンドウを開いて、以下のコマンドを入力します。
a. cd is-suite と入力して、is-suite ディレクトリーに移動します。
b. ./setup -verbose -force と入力して、InfoSphere Information Server インス
トーラーを開始します。
c. cd IBM\InformationServer\Blueprint Director と入力して、
BlueprintDirector.exe 実行可能ファイルが置かれているディレクトリーに
移動します。これらのリリース・ノート、「IBM InfoSphere Blueprint
Director User's Guide」(PDF 形式)、および InfoSphere Blueprint Director イ
ンストーラー・プログラムは、直前のステップで InfoSphere Information
Server インストーラーによってこのディレクトリーにインストールされまし
た。
d. run BlueprintDirectorSetup.exe と入力して、アプリケーションのインスト
ールを開始します。 インストール時に以下の選択を行います。
v InfoSphere Blueprint Director アプリケーション
v InfoSphere Blueprint Director を処理するための InfoSphere Information
Server スイート・リンカー (リンカーごとに有効なライセンスが必要です)
v InfoSphere Blueprint Director のインストール・ディレクトリー
v InfoSphere Blueprint Director アイコンの場所
3. InfoSphere Blueprint Director アイコンをクリックして、InfoSphere Blueprint
Director を開始します。

タスクの結果
InfoSphere Blueprint Director がインストールされました。

次のタスク
InfoSphere Blueprint Director の構成方法と使用方法を知るには、ヘルプ、または
「IBM InfoSphere Blueprint Director User's Guide」を参照してください。「User's
Guide」は、InfoSphere Blueprint Director セットアップ・プログラムと同じディレク
トリーに入っています。
第 8 章 スイート・インストール・プログラムにないコンポーネントのインストール
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第 9 章 IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアの削
除
InfoSphere Information Server をコンピューターから削除するには、ソフトウェア削
除ユーティリティーを使用するか、ソフトウェアを手動で削除します。

ソフトウェア削除の準備
インストールの削除、あるいは製品モジュールまたは層の削除のためにソフトウェ
ア削除プログラムを実行する前に、コンピューター上の重要なデータをバックアッ
プし、コンピューターに削除処理の準備ができていることを確認します。

始める前に
ソフトウェア削除プログラムをグラフィカル・モードで実行するのであれば、 プロ
グラムが適切に実行されるようにブラウザーを構成します。
WebSphere Application Server クラスターを含むインストール済み環境の場合、ソフ
トウェア削除プロセスを開始する前に以下のタスクを実行します。
1. ノード・エージェントを含めて、管理プロセスを開始します。プロセスに十分な
ファイル記述子リソースを確実に割り振るには、ulimit コマンドを使用しま
す。
2. クラスターを開始および停止できることと、ノード・エージェントを再始動でき
ることを確認します。「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」で
『IBM InfoSphere Information Server および IBM WebSphere Application Server
サービスの管理』を参照してください。
3. Web サーバーを停止および開始できることを確認します。

手順
各ターゲット・コンピューターについて、次の手順に従います。
1. 以下のディレクトリー、コンポーネント、および重要なデータをバックアップし
ます。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/passwd
v /etc/group

Windows

v MicrosoftWindows レジストリー
v C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc
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現行の IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境のバックアップ
方法について詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」の
『IBM InfoSphere Information Server のバックアップとリストア』を参照してく
ださい。
2. ソフトウェア削除プログラムは、Windows Script Engine が作動することを必要
とします。 Windows Script Engine のインストールをテストするには、スクリプ
ト・エンジンのトラブルシューティング・トピックを参照してください。
3. ソフトウェア削除プログラムを実行する前に、スケジュールされたジョブ、スケ
ジュールされたタスク、スケジュールされたレポート、および使用可能にされた
IBM InfoSphere Information Services Director アプリケーションをすべて無効に
します。
4. ソフトウェア削除セッションの間、ファイアウォール・ソフトウェアとアンチウ
ィルス・ソフトウェアを使用不可にします。
5. ソフトウェア削除プログラムをグラフィカル・モードで実行すると、「パブリッ
シャーは検証できません」といった内容のメッセージがブラウザーに表示される
ことがあります。このメッセージは無視しても安全で、ソフトウェア削除を続行
できます。このメッセージが InfoSphere Information Server インストールまたは
ソフトウェア削除の途中で現れても、それはセキュリティー・リスクを示すもの
ではありません。
6. 次のディレクトリーがシステム・パスに入っていることを確認してください。
v %SystemRoot%
v %SystemRoot%¥system32
v %SystemRoot%¥system32¥wbem
7. WebSphere Application Server プロセスまたはノード・エージェントが root 以外
のユーザーの下で現在実行中であれば、root 以外のユーザーとしてログインして
プロセスを停止します。次に、root としてログインし、WebSphere Application
Server インストール・ディレクトリーとプロファイル・ディレクトリーの所有権
を root に変更します。そして、WebSphere Application Server を root として開
始します。

ソフトウェア削除前のタスクとアプリケーションのシャットダウン
(サービス層とエンジン層)
ソフトウェア削除プログラムを実行する前に、サービス層コンピューターとエンジ
ン層コンピューターの両方で、スケジュールされたタスクをシャットダウンし、
IBM InfoSphere Information Services Director アプリケーションを使用不可にしま
す。

始める前に
エンジン層に Pack for SAP BW または Pack for SAP R/3 を含むインストール済
み環境の場合、SAP BW および SAP R/3 リスナーをシャットダウンします。リス
ナーのシャットダウンの詳細は、以下のトラブルシューティング技術情報
(www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21409098) を参照してください。
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手順
1. スケジュールされているすべてのタスク (レポートおよびログ・パージ・アクテ
ィビティーなど) をシャットダウンします。 これらのタスクをシャットダウン
するには、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール内にフィルターな
しのスケジュール・ビューを作成し、このビューに表示されたすべてのスケジュ
ール済みタスクを停止します。
a. スイート・アドミニストレーター・ロールを持つアカウントを使用して IBM
InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。
b. Web コンソールで「管理」タブをクリックします。
c. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール管理」 > 「スケジュールのビ
ュー」を選択します。
d. 「スケジュール・ビュー」ペインで、「新規スケジュール・ビュー」をクリ
ックします。
e. 「名前」と「説明」のフィールドに名前と説明を入力します。
f. 「保存」して「閉じる」をクリックします。
g. 前のステップで作成したスケジュール・ビューを選択します。
h. 「スケジュールの表示」をクリックします。
i. リストでスケジュールを選択し、「ビュー - タスク」をクリックします。
「スケジュール」セクションの「状況」値を確認します。
v 「状況」値が「開始」である場合、「閉じる」をクリックしてから、「停
止」をクリックしてタスクを停止します。製品モジュールまたは層を削除
する場合は、ソフトウェアの削除の完了後に再実行できるように、スケジ
ュールの名前を書きとめておきます。
v 「状況」値が「開始」でない場合、「閉じる」をクリックします。
j. リスト内のスケジュールごとに上記のステップを繰り返します。 製品モジュ
ールまたは層の削除の場合は、サービス層とエンジン層の両方が更新されるま
で、スケジュールされたタスクを再実行しないでください。
2. 現在実行中の InfoSphere Information Services Director アプリケーションがあれ
ば、それを使用不可にします。
a. スイート・アドミニストレーター・ロールを持つアカウントを使用して IBM
InfoSphere Information Server コンソール にログインします。
b. 「運用」 > 「デプロイ済み情報サービス・アプリケーション」を選択しま
す。
c. 「ビュー」ペインでデプロイ済みアプリケーションを選択します。
d. 「編集」をクリックします。
e. 「ビュー」ペインの下部で「使用不可」をクリックし、メニューから「使用
不可」を選択します。
f. 各デプロイ済みアプリケーションについて、これらのステップを繰り返しま
す。 製品モジュールまたは層の削除の場合は、サービス層とエンジン層の両
方が更新されるまで、デプロイ済みアプリケーションを再び使用可能にしな
いでください。
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ソフトウェア削除のためのブラウザーの構成
ソフトウェア削除プログラムを正常に実行するには、ブラウザーを構成する必要が
あります。

すべてのブラウザー
v サポートされているブラウザーを使用していることを確認してください。詳細に
ついては、www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833 のシステム要件を
参照してください。
v JavaScript が使用可能になっていることを確認してください。

Microsoft Internet Explorer
コンピューターのセキュリティー・ゾーンの設定が、インストール・プログラムを
実行できるようになっていることを確認してください。
1. Microsoft Internet Explorer の「ツール」メニューで、「インターネット オプシ
ョン」を選択します。
2. 「セキュリティ」タブをクリックします。
3. 「信頼済みサイト」アイコンをクリックします。
4. 「サイト」をクリックします。
5. 「この Web サイトをゾーンに追加する」フィールドに、「http://hostname」
と入力します。ここで、hostname は、インストール・プログラムを実行するコ
ンピューターのホスト名です。
6. 「追加」をクリックします。
7. 「OK」をクリックします。
8. 「OK」をクリックします。

Mozilla Firefox
イメージが自動的にロードされ、JavaScript が使用可能であることを確認してくださ
い。
1. 「ツール」メニューで、「オプション」をクリックします。「オプション」ウィ
ンドウが表示されます。
2. 「コンテンツ」をクリックします。
3. 「イメージを自動的にロードする」にチェック・マークを付けます。
4. 「JavaScript を有効にする」にチェック・マークを付けます。
5. 「OK」をクリックします。

ソフトウェア削除プログラムを使用した IBM InfoSphere Information
Server ソフトウェアの削除
IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアをコンピューターから削除するに
は、 InfoSphere Information Server ソフトウェア削除プログラムを実行します。
ソフトウェア・スイート全体、個別製品モジュール、または個別ソフトウェア層を
削除できます。
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重要: ソフトウェア・スイート全体、個別製品モジュール、または個別ソフトウェ
ア層を削除すると、データが失われます。ソフトウェアの削除を開始する前に、必
ず、すべてのファイル・システムおよびデータベースのバックアップを取ってくだ
さい。
ソフトウェア削除プログラムをはじめて実行する際には、グラフィカル・モードを
使用します。プログラムでは、グラフィカルなウィザードが表示され、ユーザー
は、オプションを指定するように求められます。ウィザードを完了した後に、応答
ファイルに設定を保存してから、引き続きウィザードを使用してソフトウェアの削
除を完了します。または、応答ファイルの保存後にプログラムを終了することもで
きます。次回グラフィカル・モードでプログラムを実行する際に、設定を再度指定
する代わりに、応答ファイルの設定をロードできます。
また、プログラムをサイレント・モードで実行することもできます。サイレント・
モードでは、プログラムは応答ファイルの設定を使用し、グラフィカル・インター
フェースは表示されません。
すべてのターゲット・コンピューターでソフトウェア削除プログラムを以下の順序
で実行します。個々のソフトウェア層を削除する場合、プログラムは、選択した層
に属するすべての InfoSphere Information Server 製品モジュール・コンポーネント
を削除します。また、プログラムは、選択した層に属するすべての InfoSphere
Information Server 共通コンポーネントも削除します。
複数の層を削除する場合でも、ソフトウェア削除プログラムを実行するのは、コン
ピューターごとに 1 回のみです。削除プログラムは、正しい順序で層を削除しま
す。エンジン層はサービス層に依存し、サービス層はメタデータ・リポジトリー層
に依存しています。 1 つのコンピューターに複数の層がインストールされている場
合には、層に依存している層を削除しないと、その層を削除できません。
1. クライアント層
手順のどこでも削除プログラムを実行できます。
2. エンジン層
エンジン (インストール済み環境にエンジン層が含まれている場合)。
3. サービス層
インストール・プログラムを使用して IBM WebSphere Application Server をイ
ンストールした場合には、 WebSphere Application Server が、サービス層を削除
すると削除されます。
アプリケーション・サーバーを事前にインストールした場合には、 InfoSphere
Information Server に固有のコンポーネントが削除されます。ただし、アプリケ
ーション・サーバーは削除されません。
4. メタデータ・リポジトリー層
インストール・プログラムを使用して IBM DB2 をインストールした場合には、
メタデータ・リポジトリー・データベース (および存在する場合には分析データ
ベース) がドロップされ、 DB2 が削除されます。
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インストール・プログラムを使用して、事前にインストールされていた DB2 に
メタデータ・リポジトリー・データベースまたは分析データベースを作成した場
合には、データベースはドロップされますが、DB2 は削除されません。
インストール・プログラムを使用してメタデータ・リポジトリー層を作成しなか
った場合には、インストール・プログラムを使用してメタデータ・リポジトリー
層を削除しないでください。

個別製品モジュールの削除
選択した製品モジュールによっては、すべての層ではソフトウェア削除プログラム
を実行する必要がない可能性があります。すべての製品モジュールが、すべての層
にコンポーネントを持つとは限りません。製品モジュールのコンポーネントが含ま
れた層コンピューターでのみプログラムを実行する必要があります。
ソフトウェア削除プログラムは、コンピューターの層に対応するソフトウェアのみ
を削除します。構成内のすべてのコンピューターでソフトウェア削除プログラムを
実行して、毎回すべての層を選択することができます。削除プログラムは、各コン
ピューターに存在する層を自動的に判別して、適切なコンポーネントを削除しま
す。
例えば、InfoSphere Information Analyzer を削除するには、まず、エンジン層コンピ
ューターでソフトウェア削除プログラムを実行します。次に、サービス層コンピュ
ーターでそれを実行します。最後に、メタデータ・リポジトリー層でプログラムを
実行します。手順のどこでも、クライアント層コンピューターでソフトウェア削除
プログラムを実行できます。
特定の層を必要とするすべての製品モジュールを削除すると、その層も削除されま
す。例えば、InfoSphere DataStage および InfoSphere Business Glossary が含まれて
いるシステムで、 InfoSphere DataStage を削除すると、 InfoSphere Business
Glossary はその層を必要としないため、エンジン層全体が削除されます。
次の表は、個々の製品モジュールについてソフトウェア削除プログラムを実行する
必要がある層コンピューターを示します。
表 66. 製品モジュールとソフトウェア削除プログラムの実行が必要な層
製品モジュール

サービス層

IBM InfoSphere
FastTrack

X

IBM InfoSphere
Metadata Workbench

X

IBM InfoSphere
Business Glossary

X

X
IBM InfoSphere
Business Glossary
Anywhere (InfoSphere
Business Glossary が
必要)。このクライア
ントは別個にインスト
ールされます。
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エンジン層

クライアント層
X

X

X
X

表 66. 製品モジュールとソフトウェア削除プログラムの実行が必要な層 (続き)
製品モジュール

サービス層

エンジン層

X

IBM InfoSphere
Metadata Interchange
Bridges
他のすべて

クライアント層

X

X

X

特定の製品の考慮事項
InfoSphere DataStage
InfoSphere DataStage エディションまたはフィーチャー・パックを非アクテ
ィブにする場合 (例えば、項目のライセンスを既に失っている場合など)、
IBM InfoSphere Information Server ソフトウェア削除プログラムは使用しま
せん。そうではなく、LicensingServiceAdmin ツールを使用して非アクティ
ブにします。
InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage は、多くのコンポーネ
ントを共有します。このため、両方の製品モジュールがインストールされて
いるシステムから片方の製品モジュールを削除すると、削除処理が非常に迅
速になります。
複数のバージョンの InfoSphere DataStage クライアント・プログラムがコン
ピューターにインストールされていて、バージョン 8.5 の InfoSphere
DataStage クライアント・プログラムを削除した場合には、古いバージョン
のクライアント・プログラムが機能しなくなることがあります。古い
InfoSphere DataStage クライアント・プログラムを保持するには、以下のタ
スクを実行します。
1. InfoSphere DataStage バージョン 8.5 クライアント・プログラムを削除
します。
2. すべての古い InfoSphere DataStage クライアント・プログラムを削除し
ます。
3. 最も古いバージョンから最も新しいバージョンの順に、保持する古いバ
ージョンを再インストールします。
InfoSphere Information Analyzer
これらのコンポーネントの多くは、InfoSphere Information Analyzer にも共
有されます。この製品モジュールの削除処理は、InfoSphere DataStage また
は InfoSphere QualityStage がインストールされたままである場合、より迅速
になります。

ソフトウェア削除プログラムを使用した IBM InfoSphere
Information Server の削除 (グラフィカル・モード)
ソフトウェア削除プログラムによって、IBM InfoSphere Information Server を削除す
るステップが順番に提供されます。ソフトウェア削除プログラムをグラフィカル・
モードで実行するには、ターゲット・コンピューター上でローカルで、Web ブラウ
ザーを使用します。または、プログラムを実行するコンピューターへのネットワー
ク・アクセスがある任意のシステム上で、ブラウザーを使用することもできます。
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始める前に
309 ページの『ソフトウェア削除の準備』で説明されている準備ステップを実行し
ます。

このタスクについて
ソフトウェア削除処理時にセキュリティーを提供するために、ソフトウェア削除ア
プリケーションへのアクセスは、パスワード保護されています。ソフトウェア削除
プログラムをはじめて開始したときには、非グラフィカル・インターフェースが表
示されます。ソフトウェア削除セッションで使用するパスワードを作成するように
プロンプトが出されます。ソフトウェア削除プログラムは、パラメーター、その他
のデータの入力を求めるプロンプトを出すウィザードを表示します。
Microsoft Windows のコンピューターでは、インストール・プログラムによって、ロ
ーカル・コンピューターでデフォルトの Web ブラウザーが自動的に起動し、グラ
フィカル・インターフェースが表示されます。
グラフィカル・インターフェースで設定を選択した後に、プログラムで、設定が応
答ファイルに保存されます。ソフトウェア削除プログラムを再度実行する場合は、
応答ファイルを使用して、同じソフトウェア削除処理を再度実行できます。
ソフトウェア削除プログラムの実行中は、以下の状態に注意してください。
v uninstall.exe または java.exe を実行する場合、セキュリティー通知が表示さ
れる可能性があります。「実行」または「はい」をクリックしても問題はなく、
プログラムの実行を許可してアンインストールを続行できます。
v ウィザードの実行中にブラウザーを閉じた場合、ブラウザーを再度開いてセッシ
ョンに再接続することにより、同じセッションを継続できます。
v ブラウザーに「サーバー使用中」のメッセージが表示された場合は、「続行」オ
プションを選択します。ブラウザーを閉じ、その後、同じセッションに再接続す
ることもできます。
v 2 時間以内にアクティビティーがなければ、ウィザードはタイムアウトになりま
す。

手順
1. ユーザーがローカルの管理者グループのメンバーであることを確認します。 イ
ンストール・プログラムを実行するには、ローカル管理者であるか、あるいはロ
ーカルの管理者グループに直接割り当てられたローカル・ユーザーである必要が
あります。
a. コマンド・プロンプトを開いて、compmgmt.msc を入力します。
b. ナビゲーション・ペインで、「ローカル ユーザーとグループ 」 > 「グルー
プ」をクリックします。
c. 右のペインで、「Administrators」を右クリックし、「プロパティ」をクリッ
クします。
d. 「Administrators のプロパティ」ウィンドウで、「所属するメンバ」リストの
中でユーザー名を探します。 ユーザー名がリストにあれば、そのユーザーは
管理者グループに含まれています。
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ユーザー名がリストになければ、そのユーザーは管理者グループに含まれて
いません。別のユーザー・アカウントを使用してインストール・プログラム
を実行するか、現行アカウントをローカルの管理者グループに追加するよう
にシステム管理者に依頼する必要があります。
2. ターゲット・コンピューターにログインします。
オペレーティング・システム

説明

Linux または UNIX

root ユーザーとしてログインします。

Windows

ローカル管理者、またはローカルの管理者グ
ループに直接割り当てられたローカル・ユー
ザーまたはドメイン・ユーザーとしてログイ
ンします。

3. コマンド・プロンプトまたはシェル・ウィンドウを開きます。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

ターゲット・コンピューターでシェル・ウィ
ンドウを開くか、グラフィカル・デスクトッ
プ共有システムを使用します。インストール
処理の間中、シェル・ウィンドウを開いたま
まにします。Telnet または ssh を使用する場
合、インストールの間にセッションがシャッ
トダウンすることも、タイムアウトになるこ
ともないようにします。

Windows

次のいずれかの方式を使用して、管理者セッ
ションを開始します。
v 次のコマンドを実行します。
runas /user:Administrator cmd.exe
v 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開き
ます。
1. 「スタート」 > 「検索」をクリックし
ます。
2. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力
し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
3. 続行の許可を求めるプロンプトに対し
「続行」をクリックして、承諾します。

4. 新しく作成されたセッションで次のコマンドを実行し、設定されている Java オ
プションがあれば、クリアします。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=
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5. インストールが成功することを確実にするために、セッションに以下の設定を構
成します。
v ファイル作成マスクを 022 に設定します。
umask 022

v インストールのために、ファイル記述子リソースが十分に割り振られているこ
とを確認します。ファイル記述子の制限を 10240 以上か、無制限 (unlimited)
に設定します。例:
ulimit -n 10240

v NOFILES カーネル・パラメーターの現行設定が、ulimit に指定した値以上に
設定されていることを確認します。
v InfoSphere Information Server、IBM WebSphere Application Server、または
IBM DB2 のターゲット・インストール・ディレクトリーが NFS ファイル・
システムの場合、以下のコマンドを実行して、lock デーモンが実行中である
ことを確認します。
ps -ef | grep -i lockd

lock デーモンが実行中でない場合、デーモン・サービスを開始する推奨され
る方法について、使用しているオペレーティング・システムの資料を参照して
ください。
6. ソフトウェア削除プログラムを実行します。以下のコマンドにより、ソフトウェ
ア削除プロセスがグラフィカル・モードで開始し、応答ファイルが組み込まれま
す。
オペレーティング・システム

手順

Linux、UNIX

1. InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリー内の _uninstall ディ
レクトリーに移動します。デフォルトで
は、このディレクトリーは
/opt/IBM/InformationServer です。
2. 次のコマンドを入力して削除プロセスを開
始します。./uninstall -uimode
graphical -rsp file_name

Windows

1. InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリー内の _uninstall ディ
レクトリーに移動します。デフォルトで
は、このディレクトリーは
C:¥IBM¥InformationServer です。
2. 次のコマンドを入力します。
uninstall -uimode graphical -rsp
response_file_name

ウェルカム・メッセージが表示されます。そのあと、プログラムはグラフィカ
ル・インターフェースへのアクセス方法を説明します。
======> Installer available at: http://localhost:8080/ISInstall,
and https://localhost:8443/ISInstall
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ソフトウェア削除プログラムを実行するためのオプションの指定
ソフトウェア削除プログラムを実行した後、Web ブラウザーを開き、削除プログラ
ムで指定された URL を入力し、オプションを構成してから、削除プロセスを続行
する必要があります。その後、InfoSphere Information Server 削除プログラムを使用
して、層コンピューターごとにオプションを指定できます。

手順
1. コンピューター上またはリモート・コンピューター上で Web ブラウザーを開
き、インストール・プログラムの開始からのメッセージにリストされたアドレス
の 1 つまでナビゲートします。
ソフトウェア削除プログラムは、ローカル・コンピューター上に自動的にデフォ
ルトの Web ブラウザーを起動し、HTTP アドレスまでナビゲートします。
Web ブラウザーに、「アンインストールのログイン」ウィンドウが表示されま
す。
「パブリッシャーは検証できません」といった内容のメッセージがブラウザーに
表示されることがあります。このメッセージは無視しても安全で、インストール
を続行できます。このメッセージが InfoSphere Information Server インストール
の途中で現れても、それはセキュリティー・リスクを示すものではありません。
2. 英語以外の言語でインストール・メッセージを表示するには、「言語の選択」メ
ニューで言語を選択して、「ログイン」をクリックします。
3. ご使用条件に同意します。

削除の前提条件検査の失敗
ソフトウェア削除プログラムは、ターゲット・コンピューターが、ユーザーが選択
した内容についてすべてのシステム要件を満たしていることを確実にするために、
製品の削除前に早期前提条件検査を実行します。

症状
早期前提条件検査時に、FAILED または WARNING メッセージを受け取りまし
た。

問題の解決
ウィザードのプロンプトに従って、以下のステップを実行します。
1. 各メッセージをダブルクリックして、問題の解決方法を調べます。
2. ソフトウェア削除プログラムを終了せずに各問題を解決するように努めます。そ
のあと、「前提条件の確認」ページで、「再検証」をクリックします。
3. ソフトウェア削除プログラムを終了する必要がある場合は、「キャンセル」をク
リックし、Web ブラウザーのウィンドウを閉じてセッションを終了します。問
題を解決してから、ソフトウェア削除プログラムを再始動します。

応答ファイルの保存と製品の削除
保存された構成情報を使用してソフトウェア削除を実行する方法を IBM InfoSphere
Information Server 削除プログラムに指示するために、応答ファイルを保存できま
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す。現行の削除セッションをキャンセルし、後のセッションで応答ファイルを使用
したい場合は、応答ファイルの保存が重要です。

手順
1. ソフトウェア削除ウィザードの「応答ファイルの場所」フィールドで、応答ファ
イルの名前と場所を指定します (この時点で、削除をキャンセルし、保存した応
答ファイルを後のセッションで使用することを選択できます)。
2. 「IBM InfoSphere Information Server を削除して、応答ファイルに設定を保存
する」をクリックしてから、「次へ」をクリックして製品の削除を開始します。
プログラムは、ウィザードでユーザーが行った選択のサマリーを表示します。削
除が進むと、ソフトウェア削除プログラムは、その進行状況をウィンドウに表示
して報告します。
ソフトウェア削除プログラムの実行中は、以下の状態に注意してください。
v ソフトウェア削除が完了するまで、コマンド・プロンプトは開いたままにしま
す。
v システムがエラーを検出すると、場合によってはユーザーからの応答を要求す
ることがあります。適宜表示をチェックして、システムがユーザーの応答を待
機していないかどうか確認します。ソフトウェア削除プログラムが長い時間一
時停止している場合は、失敗した可能性があります。
v ポップアップ・ウィンドウが表示されている場合があり、ソフトウェア削除を
続行するためにはそれに応答する必要があります。たまに、ポップアップ・ウ
ィンドウが Web ブラウザーの後ろに表示されている場合もあります。ソフト
ウェア削除プログラムが長い時間停止している場合は、ポップアップ・ウィン
ドウが Web ブラウザーの後ろに表示されていないかどうか確認してくださ
い。
v ソフトウェア削除処理を開始した後、Web ブラウザーを開いたままにして、
進行状況をモニターし、エラーがあった場合にはそれに対応します。 Web ブ
ラウザーを閉じた場合、ソフトウェア削除処理は最後まで続行されます。新し
い Web ブラウザーを同じ URL に開くと、このセッションに再接続できま
す。ログ・ファイルを読み取って進行状況をモニターすることもできます。
v セキュリティー設定によっては、IBM DB2 データベース・システムまたはそ
の他のコンポーネントの削除時に、警告ウィンドウが表示されることがありま
す。警告を無視し、「OK」をクリックして削除プロセスを続行します。

応答ファイルを使用した IBM InfoSphere Information Server の
削除 (サイレント・モード)
サイレント・モードを使用することで、無人で InfoSphere Information Server ソフ
トウェアの削除を実行したり、複数の同じようなソフトウェアの削除を迅速に完了
したりすることができます。例えば、複数のワークステーションから同じクライア
ント層ソフトウェアを削除する場合に、グラフィカル・ユーザー・インターフェー
スを繰り返し使用するのではなく、単一の応答ファイルを作成してから、サイレン
ト・モードを使用して、各ワークステーションからそのソフトウェアを削除できま
す。
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始める前に
製品メディアを取得し、ソフトウェア削除プログラムの実行方法を決定します。さ
らに、応答ファイルを作成済みであることも確認してください。
注: パスワードは応答ファイルには保存されていません。その後のインストールで
応答ファイルを使用するには、最初にテキスト・エディターで応答ファイルを編集
して、パスワードを追加する必要があります。

手順
1. オプション: EXCEPTION_POLICY 環境変数を変更します。この変数により、サ
イレント・モードで実行時に発生する可能性があるエラーの処理方法が決まりま
す。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

setenv EXCEPTION_POLICY=n

Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n は、以下のいずれかの値になります。
1

エラー発生時にユーザーに再試行のプロンプトを出します (デフォルト動作)

2

エラー発生時に続行します。
重要: エラーが発生した後インストールを続行すると、インストール済み環
境が作動不可という結果になったり、既存のインストール済みソフトウェア
が機能停止する原因となったりすることがあります。このオプションは、
IBM サポートから指示があった場合にのみ使用してください。

3

エラー発生時に終了します

2. ユーザーがローカルの管理者グループのメンバーであることを確認します。 イ
ンストール・プログラムを実行するには、ローカル管理者であるか、あるいはロ
ーカルの管理者グループに直接割り当てられたローカル・ユーザーである必要が
あります。
a. コマンド・プロンプトを開いて、compmgmt.msc を入力します。
b. ナビゲーション・ペインで、「ローカル ユーザーとグループ 」 > 「グルー
プ」をクリックします。
c. 右のペインで、「Administrators」を右クリックし、「プロパティ」をクリッ
クします。
d. 「Administrators のプロパティ」ウィンドウで、「所属するメンバ」リストの
中でユーザー名を探します。 ユーザー名がリストにあれば、そのユーザーは
管理者グループに含まれています。
ユーザー名がリストになければ、そのユーザーは管理者グループに含まれて
いません。別のユーザー・アカウントを使用してインストール・プログラム
を実行するか、現行アカウントをローカルの管理者グループに追加するよう
にシステム管理者に依頼する必要があります。
3. ターゲット・コンピューターにログインします。
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オペレーティング・システム

説明

Linux または UNIX

root ユーザーとしてログインします。

Windows

ローカル管理者、またはローカルの管理者グ
ループに直接割り当てられたローカル・ユー
ザーまたはドメイン・ユーザーとしてログイ
ンします。

4. コマンド・プロンプトまたはシェル・ウィンドウを開きます。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

ターゲット・コンピューターでシェル・ウィ
ンドウを開くか、グラフィカル・デスクトッ
プ共有システムを使用します。インストール
処理の間中、シェル・ウィンドウを開いたま
まにします。Telnet または ssh を使用する場
合、インストールの間にセッションがシャッ
トダウンすることも、タイムアウトになるこ
ともないようにします。

Windows

次のいずれかの方式を使用して、管理者セッ
ションを開始します。
v 次のコマンドを実行します。
runas /user:Administrator cmd.exe
v 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開き
ます。
1. 「スタート」 > 「検索」をクリックし
ます。
2. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力
し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
3. 続行の許可を求めるプロンプトに対し
「続行」をクリックして、承諾します。

5. 新しく作成されたセッションで次のコマンドを実行し、設定されている Java オ
プションがあれば、クリアします。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux または UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. インストールが成功することを確実にするために、セッションに以下の設定を構
成します。
v ファイル作成マスクを 022 に設定します。
umask 022
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v インストールのために、ファイル記述子リソースが十分に割り振られているこ
とを確認します。ファイル記述子の制限を 10240 以上か、無制限 (unlimited)
に設定します。例:
ulimit -n 10240

v NOFILES カーネル・パラメーターの現行設定が、ulimit に指定した値以上に
設定されていることを確認します。
v InfoSphere Information Server、IBM WebSphere Application Server、または
IBM DB2 のターゲット・インストール・ディレクトリーが NFS ファイル・
システムの場合、以下のコマンドを実行して、lock デーモンが実行中である
ことを確認します。
ps -ef | grep -i lockd

lock デーモンが実行中でない場合、デーモン・サービスを開始する推奨され
る方法について、使用しているオペレーティング・システムの資料を参照して
ください。
7. ソフトウェア削除プログラムを実行します。以下のコマンドにより、ソフトウェ
ア削除プロセスが応答ファイルを使用してサイレント・モードで開始します。
オペレーティング・システム

手順

Linux、UNIX

1. InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリー内の _uninstall ディ
レクトリーに移動します。デフォルトで
は、このディレクトリーは
/opt/IBM/InformationServer です。
2. 次のコマンドを入力して削除プロセスを開
始します。./uninstall -rsp -verbose
file_name

Windows

1. InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリー内の _uninstall ディ
レクトリーに移動します。デフォルトで
は、このディレクトリーは
C:¥IBM¥InformationServer です。
2. 次のコマンドを入力します。
uninstall -rsp -verbose
response_file_name

-verbose オプションは任意指定です。このオプションを指定すると、インスト
ール・プログラムはログ・メッセージをコンソールに表示し、ログ・ファイルに
も書き込みます。-verbose オプションが指定されていなければ、ログ・メッセ
ージはログ・ファイルにのみ書き込まれます。
プログラムは前提条件検査を実行し、コンソールに進捗状況を表示します。前提
条件検査が失敗した場合、ソフトウェア削除プログラムが停止し、エラーを表示
します。エラーを訂正した後、ソフトウェア削除プロセスを続行してください。
ソフトウェア削除プログラムの実行中は、以下の状態に注意してください。
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v ソフトウェア削除が完了するまで、コマンド・プロンプトは開いたままにしま
す。
v システムがエラーを検出すると、場合によってはユーザーからの応答を要求す
ることがあります。適宜表示をチェックして、システムがユーザーの応答を待
機していないかどうか確認します。ソフトウェア削除プログラムが長い時間一
時停止している場合は、失敗した可能性があります。
v ポップアップ・ウィンドウが表示されている場合があり、ソフトウェア削除を
続行するためにはそれに応答する必要があります。
v セキュリティー設定によっては、IBM DB2 データベース・システムまたはそ
の他のコンポーネントの削除時に、警告ウィンドウが表示されることがありま
す。警告を無視し、「OK」をクリックして削除プロセスを続行します。
インストールが完了したら、以下のメッセージがログ・ファイルに表示されま
す。
Installation Engine completed all steps successfully.

8. コンピューターを再始動して、ソフトウェア削除プロセスを完了します。

次のタスク
ソフトウェア削除処理が失敗した場合には、以下のタスクを実行して、ソフトウェ
アを手動で削除します。
v

332 ページの『IBM InfoSphere Information Server の手動による削除 (Windows)』

v

340 ページの『IBM InfoSphere Information Server の手動による削除
(Linux、UNIX)』

ソフトウェア削除処理が正常に終了した場合には、以下のタスクを実行します。
v

325 ページの『ソフトウェア削除の完了 (Windows)』

v

329 ページの『ソフトウェア削除の完了 (Linux、UNIX)』

ソフトウェア削除プログラムで検出されるエラー
ソフトウェア削除プロセス時に、削除プログラムが、解決するためにアクションが
必要なエラーを検出する場合があります。

症状
ソフトウェア削除プログラムはエラーを検出し、「アンインストール例外」ウィン
ドウが表示されます。

問題の解決
「アンインストール例外」ウィンドウで以下のステップを実行します。
1. 「失敗したアクションを再試行する」をクリックしてから、「OK」をクリック
します。
2. 問題が繰り返し発生する場合は、ログ・ファイル内の最後のステートメントを検
討します。詳しくは、 445 ページの『第 14 章 ログ・ファイル』を参照してく
ださい。
3. 解決できる問題であれば、問題を解決して「再試行」をクリックします。
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ソフトウェア削除の完了
ソフトウェア削除プロセスが完了すると、「現行コンピューターのインストール・
サマリー」ページが表示されます。このページには、インストールした製品、層、
および製品コンポーネントとともに、インストール・プログラムが実行された時間
の長さ、およびインストールが成功したかどうかも記載されています。

このタスクについて
ソフトウェア削除プロセスが正常に行われた場合は、次のメッセージがログ・ファ
イルに書き込まれます。
Installation Engine completed all steps successfully.

ソフトウェア削除の完了 (Windows)
Microsoft Windows コンピューターから IBM InfoSphere Information Server ソフト
ウェアを削除したら、影響を受けるすべてのコンピューターで以下の手順を実行し
て、ソフトウェア削除を完了します。
残存ファイルの削除 (サービス層):
スイート・ソフトウェアを削除するとき、ソフトウェア削除プログラムは、
InfoSphere Information Server のインストールの一環として作成されたファイルのみ
を削除します。スイートを再インストールする予定の場合、その他のファイルはサ
ービス層コンピューターから手動で削除する必要があります。
始める前に
ソフトウェア削除プログラムを実行して、正常に完了したことを確認します。
手順
1. 未使用のデータベースを削除します。
a. InfoSphere Information Server をインストールする前にメタデータ・リポジト
リー・データベースを作成した場合は、手動でメタデータ・リポジトリー・
データベースをドロップします。 デフォルトのデータベース名は xmeta で
す。
b. InfoSphere Information Server をインストールする前に IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースを作成した場合は、データベースを手
動でドロップします。 デフォルトのデータベース名は iadb です。
2. アプリケーション・サーバー・ディレクトリーを削除します。
v InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBM
WebSphere Application Server をインストールした場合は、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment の以下の資料に記載されている
WebSphere Application Server の追加の削除手順を実行します。
– バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『Preparing for reinstallation after failed
uninstallation』をお読みください。
– バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『製品のアンインストール後のシステムの
クリーニング』をお読みください。
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v WebSphere Application Server インストール・フォルダーが空であれば、その
フォルダーを削除します。フォルダーのデフォルトのディレクトリーは、
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer です。
3. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイン
ストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることがあり
ます。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server ソフ
トウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを削除し
ます。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

4. ユーザーが必要なくなった場合、それらのユーザーを削除します。
a. 次のコマンドを実行して、ユーザーを削除します。
net user username /delete

b. ローカル・オペレーティング・システムのユーザー・レジストリーを使用し
ていた場合、InfoSphere Information Server に作成したユーザーを削除しま
す。
5. 削除されたユーザーを含んでいたグループがもう必要なければ、削除します。
6. IBM WebSphere Application Server の既存のインストールを使用した場合、スイ
ート用に作成したプロファイルを削除します。
注: スイートのインストール・プログラムでアプリケーション・サーバーをイン
ストールした場合は、コンピューターからスイートを削除すると、プロファイル
は削除されます。
a. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM WebSphere」 > 「アプ
リケーション・サーバー」 > 「プロファイル」 > profileName > 「サーバ
ーの停止」をクリックします。 profileName は削除するプロファイルの名前
です。
b. コマンド・プロンプトを開きます。
c. WASHome¥bin ディレクトリーに移動します。 WASHome はアプリケーショ
ン・サーバーがインストールされているディレクトリーです。デフォルト・
ディレクトリーは C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer です。
d. 次のコマンドを実行します。
manageprofiles.bat -delete -profileName profile

ここで、profile は削除するプロファイルの名前です。
e. プロファイルのディレクトリーを削除します。ディレクトリーは、
WASHome¥profiles¥profileName ディレクトリーにあります。
7. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用
していないのであれば、削除します。
8. コンピューターを再始動します。
残存ファイルの削除 (エンジン層):
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スイート・ソフトウェアを削除するとき、ソフトウェア削除プログラムは、
InfoSphere Information Server のインストールの一環として作成されたファイルのみ
を削除します。スイートを再インストールする予定の場合、その他のファイルはエ
ンジン層コンピューターから手動で削除する必要があります。
始める前に
ソフトウェア削除プログラムを実行して、正常に完了したことを確認します。
手順
1. 未使用のデータベースを削除します。
a. InfoSphere Information Server をインストールする前にメタデータ・リポジト
リー・データベースを作成した場合は、手動でメタデータ・リポジトリー・
データベースをドロップします。 デフォルトのデータベース名は xmeta で
す。
b. InfoSphere Information Server をインストールする前に IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースを作成した場合は、データベースを手
動でドロップします。 デフォルトのデータベース名は iadb です。
2. アプリケーション・サーバー・ディレクトリーを削除します。 フォルダーのデ
フォルトのディレクトリーは、C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer です。
3. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイン
ストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることがあり
ます。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server ソフ
トウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを削除し
ます。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

4. ユーザーが必要なくなった場合、次のコマンドを実行してそれらのユーザーを削
除します。
net user username /delete

5. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用
していないのであれば、削除します。
6. コンピューターを再始動します。
残存ファイルの削除 (メタデータ・リポジトリー層):
スイート・ソフトウェアを削除するとき、ソフトウェア削除プログラムは、
InfoSphere Information Server のインストールの一環として作成されたファイルのみ
を削除します。スイートを再インストールする予定の場合、その他のファイルはメ
タデータ・リポジトリー層コンピューターから手動で削除する必要があります。
始める前に
ソフトウェア削除プログラムを実行して、正常に完了したことを確認します。
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手順
1. 未使用のデータベースを削除します。
a. InfoSphere Information Server をインストールする前にメタデータ・リポジト
リー・データベースを作成した場合は、手動でメタデータ・リポジトリー・
データベースをドロップします。 デフォルトのデータベース名は xmeta で
す。
b. InfoSphere Information Server をインストールする前に IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースを作成した場合は、データベースを手
動でドロップします。 デフォルトのデータベース名は iadb です。
2. アプリケーション・サーバー・ディレクトリーを削除します。 フォルダーのデ
フォルトのディレクトリーは、C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer です。
3. ユーザーが必要なくなった場合、それらのユーザーを削除します。
a. 次のコマンドを実行して、ユーザーを削除します。
net user username /delete

b. メタデータ・リポジトリーとして DB2 データベース・システムを使用した
場合、次のアカウントを削除します。
v DB2 管理サーバー・ユーザー。このユーザーは、DB2 も削除する場合に
限り、削除します。デフォルトのユーザーは db2admin です。
v メタデータ・リポジトリーのオーナー。デフォルトのユーザーは xmeta で
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベースのオーナー。デフ
ォルトのユーザーは iauser です。
c. メタデータ・リポジトリーに Oracle データベース・システムまたは
Microsoft SQL Server データベース・システムを使用していた場合には、
Oracle データベース・システム・コマンドまたは Microsoft SQL Server デー
タベース・システム・コマンドを使用して、メタデータ・リポジトリーのユ
ーザーとスキーマをドロップします。
4. InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBMDB2 デ
ータベース・システムをインストールした場合、以下のディレクトリーを削除し
ます。
DB2 インストール・ディレクトリー
デフォルトのディレクトリーは C:¥IBM¥sqllib です。
DB2 インストール・ドライブ
このディレクトリーは x:¥DB2 です。ここで、x は、DB2 データベー
ス・システムをインストールしたドライブです。
DB2 ユーザー・ディレクトリー
デフォルトのディレクトリーは %ALLUSERSPROFILE%¥Application
Data¥IBM¥DB2 および %ALLUSERSPROFILE%¥Application
Data¥IBM¥DB2History です。
5. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイン
ストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることがあり
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ます。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server ソフ
トウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを削除し
ます。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

6. 削除されたユーザーを含んでいたグループがもう必要なければ、削除します。
7. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用
していないのであれば、削除します。
8. コンピューターを再始動します。

ソフトウェア削除の完了 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX コンピューターからソフトウェアを削除したら、以下のステッ
プを実行して、残りのファイルを削除し、ソフトウェア削除を完了します。
残存ファイルの削除 (サービス層):
スイート・ソフトウェアを削除するとき、ソフトウェア削除プログラムは、
InfoSphere Information Server のインストールの一環として作成されたファイルのみ
を削除します。スイートを再インストールする予定の場合、その他のファイルはサ
ービス層コンピューターから手動で削除する必要があります。
始める前に
ソフトウェア削除プログラムを実行して、正常に完了したことを確認します。
手順
1. 未使用のデータベースを削除します。
a. InfoSphere Information Server をインストールする前にメタデータ・リポジト
リー・データベースを作成した場合は、手動でメタデータ・リポジトリー・
データベースをドロップします。 デフォルトのデータベース名は xmeta で
す。
b. InfoSphere Information Server をインストールする前に IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースを作成した場合は、データベースを手
動でドロップします。 デフォルトのデータベース名は iadb です。
2. アプリケーション・サーバー・ディレクトリーを削除します。
v InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBM
WebSphere Application Server をインストールした場合は、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment の以下の資料に記載されている
WebSphere Application Server の追加の削除手順を実行します。
– バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『Preparing for reinstallation after failed
uninstallation』をお読みください。
– バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『製品のアンインストール後のシステムの
クリーニング』をお読みください。
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v WebSphere Application Server インストール・フォルダーが空であれば、その
フォルダーを削除します。フォルダーのデフォルトのディレクトリー
は、/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。
3. ローカル・オペレーティング・システムのユーザー・レジストリーを使用してい
た場合、InfoSphere Information Server に作成したユーザーを削除します。
4. IBM WebSphere Application Server の既存のインストールを使用した場合、スイ
ート用に作成したプロファイルを削除します。
注: スイートのインストール・プログラムでアプリケーション・サーバーをイン
ストールした場合は、コンピューターからスイートを削除すると、プロファイル
は削除されます。
a. シェル・プロンプトから、WASHome/bin ディレクトリーに変更します。ここ
で、WASHome は、アプリケーション・サーバーがインストールされているデ
ィレクトリーです。 デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/WebSphere/
AppServer です。
b. 次のコマンドを実行して、アプリケーション・サーバー・プロファイルを削
除します。
./manageprofiles.sh -delete -profileName profile

ここで、profile は削除するプロファイルの名前です。
c. WASHome/profiles ディレクトリーでプロファイルを削除します。
5. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用
していないのであれば、削除します。
残存ファイルの削除 (エンジン層):
スイート・ソフトウェアを削除するとき、ソフトウェア削除プログラムは、
InfoSphere Information Server のインストールの一環として作成されたファイルのみ
を削除します。スイートを再インストールする予定の場合、その他のファイルはエ
ンジン層コンピューターから手動で削除する必要があります。
始める前に
ソフトウェア削除プログラムを実行して、正常に完了したことを確認します。
手順
1. 未使用のデータベースを削除します。
a. InfoSphere Information Server をインストールする前にメタデータ・リポジト
リー・データベースを作成した場合は、手動でメタデータ・リポジトリー・
データベースをドロップします。 デフォルトのデータベース名は xmeta で
す。
b. InfoSphere Information Server をインストールする前に IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースを作成した場合は、データベースを手
動でドロップします。 デフォルトのデータベース名は iadb です。
2. InfoSphere Information Server をインストールしたディレクトリーを削除しま
す。
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オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX

/usr/IBM/InformationServer

Linux、UNIX

/opt/IBM/InformationServer

3. dsadm のアカウントがもう必要なければ、このユーザーと関連グループを削除し
ます。
4. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用
していないのであれば、削除します。
残存ファイルの削除 (メタデータ・リポジトリー層):
スイート・ソフトウェアを削除するとき、ソフトウェア削除プログラムは、
InfoSphere Information Server のインストールの一環として作成されたファイルのみ
を削除します。スイートを再インストールする予定の場合、その他のファイルはメ
タデータ・リポジトリー層コンピューターから手動で削除する必要があります。
始める前に
ソフトウェア削除プログラムを実行して、正常に完了したことを確認します。
手順
1. 未使用のデータベースを削除します。
a. InfoSphere Information Server をインストールする前にメタデータ・リポジト
リー・データベースを作成した場合は、手動でメタデータ・リポジトリー・
データベースをドロップします。 デフォルトのデータベース名は xmeta で
す。
b. InfoSphere Information Server をインストールする前に IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースを作成した場合は、データベースを手
動でドロップします。 デフォルトのデータベース名は iadb です。
2. InfoSphere Information Server をインストールしたディレクトリーを削除しま
す。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX

/usr/IBM/InformationServer

Linux、UNIX

/opt/IBM/InformationServer

3. (メタデータ・リポジトリー・コンピューター) InfoSphere Information Server イ
ンストール・プログラムを使用して DB2 データベース・システムをインストー
ルした場合、次のディレクトリーを削除します。
DB2 インストール・ディレクトリー
デフォルト・ディレクトリーは /opt/IBM/db2/V9 です。
DB2 インスタンス・オーナー・ディレクトリー
/ ~db2inst1/sqllib ディレクトリーを削除します。ここで、 ~db2inst1
は、インスタンス・オーナーのホーム・ディレクトリーです。例えば、
インスタンス・オーナーのデフォルトのホーム・ディレクトリーは、通
常、/home/db2inst1 です。
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DB2 アドミニストレーター・ディレクトリー
/~dasusr1 /das ディレクトリーを削除します。ここで、~dasusr1 は
DB2 アドミニストレーターのホーム・ディレクトリーです。例えば、
DB2 アドミニストレーターのデフォルト・ホーム・ディレクトリーは通
常、/home/dasusr1 です。
4. メタデータ・リポジトリーとして DB2 データベース・システムを使用していた
ときに、 DB2 ユーザー・アカウントが必要なくなった場合、その DB2 ユーザ
ー・アカウントを削除します。
a. id コマンドを実行して、DB2 ユーザー・アカウント dasusr1、db2inst1、お
よび db2fenc1 の関連グループを識別します。
bash-3.00$ id dasusr1
uid=210(dasusr1) gid=206(dasadm1) groups=1(staff)

b. userdel コマンドを実行して、ユーザー・アカウントを削除します。
c. groupdel コマンドを実行して、関連グループを削除します。
5. メタデータ・リポジトリーとして Oracle データベース・システムまたは
Microsoft SQL Server データベース・システムを使用していた場合には、 Oracle
データベース・システム・コマンドまたは Microsoft SQL Server データベー
ス・システム・コマンドを使用して、メタデータ・リポジトリーのユーザーとス
キーマをドロップします。
6. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用
していないのであれば、削除します。

IBM InfoSphere Information Server ソフトウェアの手動による削除
前回のインストールまたは削除が失敗した場合、スイートを手動で削除しなければ
ならないことがあります。ソフトウェア削除プログラムの使用を試行した後にの
み、手動でソフトウェアを削除します。

IBM InfoSphere Information Server の手動による削除
(Windows)
ソフトウェア削除プログラムでスイートをアンインストールできなかった場合に
は、そのスイートは手動でアンインストールします。

始める前に
ソフトウェアを手動で削除する前に、ソフトウェア削除プログラムを使用して、イ
ンストール済み環境内の各コンピューターでスイートの削除を試みます。ソフトウ
ェア削除プログラムが正常に動作しなかった場合には、この手順を使用して、
InfoSphere Information Server インスタンス全体を削除します。また、この手順を使
用して、ソフトウェア削除プログラムで自動的に削除できない任意のファイルを削
除することもできます。
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重要: InfoSphere Information Server インストール済み環境を削除すると、そのイン
ストール済み環境に関連付けられている、すべてのプロジェクト、ジョブ、モデ
ル、およびその他のユーザー作成の項目が削除されます。ソフトウェアを削除する
前に、インストール済み環境内のすべてのコンピューターで必ずバックアップを取
ってください。現行の IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境の
バックアップ方法について詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイ
ド」の 『IBM InfoSphere Information Server のバックアップとリストア』を参照し
てください。
すべてのスケジュールされたタスクはシャットダウンする必要があり、IBM
InfoSphere Information Services Director アプリケーションは使用不可でなければな
りません。 310 ページの『ソフトウェア削除前のタスクとアプリケーションのシャ
ットダウン (サービス層とエンジン層)』を参照してください。

このタスクについて
層または製品モジュールを個別に手動で削除することはできません。手動のアンイ
ンストールでは、インスタンス全体を削除する必要があります。複数のクライアン
ト・バージョンをインストールしている場合に、最新バージョンのみを削除するこ
とはできません。すべてのクライアント・バージョンを削除する必要があります。

サービス層からの InfoSphere Information Server の手動による削
除 (Windows)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、サービス層コンピューター
からファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があります。スイートを
再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレクトリーを完全に削
除することが重要です。

手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開きます。
a. 「スタート」 > 「検索」をクリックします。
b. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
c. 続行の許可を求めるプロンプトに対し「続行」をクリックして、承諾しま
す。
3. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイ
ンストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることが
あります。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server
ソフトウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを
削除します。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

4. アプリケーション・サーバー・ディレクトリーを削除します。
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v InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBM
WebSphere Application Server をインストールした場合は、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment の以下の資料に記載されている
WebSphere Application Server の追加の削除手順を実行します。
– バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『Preparing for reinstallation after failed
uninstallation』をお読みください。
– バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『製品のアンインストール後のシステム
のクリーニング』をお読みください。
v WebSphere Application Server インストール・フォルダーが空であれば、その
フォルダーを削除します。フォルダーのデフォルトのディレクトリーは、
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer です。
5. IBM WebSphere Application Server の既存のインストールを使用した場合、ス
イート用に作成したプロファイルを削除します。
注: スイートのインストール・プログラムでアプリケーション・サーバーをイ
ンストールした場合は、コンピューターからスイートを削除すると、プロファ
イルは削除されます。
a. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM WebSphere」 > 「アプ
リケーション・サーバー」 > 「プロファイル」 > profileName > 「サーバ
ーの停止」をクリックします。 profileName は削除するプロファイルの名前
です。
b. コマンド・プロンプトを開きます。
c. WASHome¥bin ディレクトリーに移動します。 WASHome はアプリケーショ
ン・サーバーがインストールされているディレクトリーです。デフォルト・
ディレクトリーは C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer です。
d. 次のコマンドを実行します。
manageprofiles.bat -delete -profileName profile

ここで、profile は削除するプロファイルの名前です。
e. プロファイルのディレクトリーを削除します。ディレクトリーは、
WASHome¥profiles¥profileName ディレクトリーにあります。
6. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。
デフォルト・ディレクトリーは、C:¥IBM¥InformationServer¥ です。
7. 当該コンピューターにバージョン 8.5 クライアントのみがインストールされて
いる場合には、レジストリーをバックアップしてから、レジストリー・キー
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ascential Software および
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer を削除します。
8. インストール・プログラムのログ・ファイルを含む、以下の一時ディレクトリ
ーを削除します。
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディ
レクトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
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9. 以下のディレクトリーから Windows「スタート」メニューのショートカットを
削除します。
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

10. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使
用していないのであれば、削除します。
11. スイートを削除した後、各コンピューターを再始動します。 コンピューターを
再始動するまで、Microsoft Windows で、一部のファイルとサービスは削除され
ない場合もあります。
重要: 各コンピューターを再始動する前に、新規製品インストールは行わない
でください。コンピューターの再始動の前に製品の再インストールを行うと、
新規インストールが失敗するおそれがあります。

エンジン層からの InfoSphere Information Server の手動による削
除 (Windows)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、エンジン層コンピューター
からファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があります。スイートを
再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレクトリーを完全に削
除することが重要です。

手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開きます。
a. 「スタート」 > 「検索」をクリックします。
b. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
c. 続行の許可を求めるプロンプトに対し「続行」をクリックして、承諾しま
す。
3. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイ
ンストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることが
あります。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server
ソフトウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを
削除します。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

4. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server サービスを停止しま
す。
sc
sc
sc
sc
sc

stop
stop
stop
stop
stop

ASBAgent
LoggingAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet
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5. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server サービスを削除しま
す。
sc
sc
sc
sc
sc

delete
delete
delete
delete
delete

ASBAgent
LoggingAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

6. インストール・プログラムは、クライアント層とエンジン層で特定バージョン
の MKS ツールキットを使用します。ご使用の環境でサポートされるバージョ
ンの MKS ツールキットを最初にインストールしなかった場合には、「プログ
ラムの追加と削除」を使用して、 InfoSphere Information Server インストー
ル・プログラムによってインストールされた MKS ツールキットを削除しま
す。
7. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。
デフォルト・ディレクトリーは、C:¥IBM¥InformationServer¥ です。
8. 当該コンピューターにバージョン 8.5 クライアントのみがインストールされて
いる場合には、レジストリーをバックアップしてから、レジストリー・キー
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ascential Software および
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer を削除します。
9. インストール・プログラムのログ・ファイルを含む、以下の一時ディレクトリ
ーを削除します。
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディ
レクトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
10. 以下のディレクトリーから Windows「スタート」メニューのショートカットを
削除します。
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使
用していないのであれば、削除します。
12. スイートを削除した後、各コンピューターを再始動します。 コンピューターを
再始動するまで、Microsoft Windows で、一部のファイルとサービスは削除され
ない場合もあります。
重要: 各コンピューターを再始動する前に、新規製品インストールは行わない
でください。コンピューターの再始動の前に製品の再インストールを行うと、
新規インストールが失敗するおそれがあります。

メタデータ・リポジトリー層からの InfoSphere Information Server
の手動による削除 (Windows)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、メタデータ・リポジトリー
層コンピューターからファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があり
ます。スイートを再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレク
トリーを完全に削除することが重要です。
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手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開きます。
a. 「スタート」 > 「検索」をクリックします。
b. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
c. 続行の許可を求めるプロンプトに対し「続行」をクリックして、承諾しま
す。
3. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイ
ンストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることが
あります。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server
ソフトウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを
削除します。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

4. メタデータ・リポジトリーとして DB2 データベース・システムを使用した場
合、次のアカウントを削除します。
v DB2 管理サーバー・ユーザー。このユーザーは、DB2 も削除する場合に限
り、削除します。デフォルトのユーザーは db2admin です。
v メタデータ・リポジトリーのオーナー。デフォルトのユーザーは xmeta で
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベースのオーナー。デフォ
ルトのユーザーは iauser です。
5. メタデータ・リポジトリーに Oracle データベース・システムまたは Microsoft
SQL Server データベース・システムを使用していた場合には、 Oracle データ
ベース・システム・コマンドまたは Microsoft SQL Server データベース・シス
テム・コマンドを使用して、メタデータ・リポジトリーのユーザーとスキーマ
をドロップします。
6. InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBMDB2
データベース・システムをインストールした場合は、以下の手順を実行しま
す。
a. Windows の「コントロール パネル」の「プログラムの追加と削除」ユーテ
ィリティーを使用して、 DB2 データベース・システムを削除します。
「プログラムの追加と削除」ユーティリティーで DB2 を削除できない場合
には、 DB2 データベース・システムのインストール場所の bin ディレク
トリーで db2unins.bat /f を実行して、 DB2 データベース・システムを
削除します。
b. PATH 環境変数から GSK7 エントリーを削除します。
c. 次のディレクトリーを削除します。
DB2 インストール・ディレクトリー
デフォルトのディレクトリーは C:¥IBM¥sqllib です。
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DB2 インストール・ドライブ
このディレクトリーは x:¥DB2 です。ここで、x は、DB2 データベ
ース・システムをインストールしたドライブです。
DB2 ユーザー・ディレクトリー
デフォルトのディレクトリーは %ALLUSERSPROFILE%¥Application
Data¥IBM¥DB2 および %ALLUSERSPROFILE%¥Application
Data¥IBM¥DB2History です。
7. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。
デフォルト・ディレクトリーは、C:¥IBM¥InformationServer¥ です。
8. 当該コンピューターにバージョン 8.5 クライアントのみがインストールされて
いる場合には、レジストリーをバックアップしてから、レジストリー・キー
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ascential Software および
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer を削除します。
9. インストール・プログラムのログ・ファイルを含む、以下の一時ディレクトリ
ーを削除します。
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディ
レクトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
10. 以下のディレクトリーから Windows「スタート」メニューのショートカットを
削除します。
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使
用していないのであれば、削除します。
12. スイートを削除した後、各コンピューターを再始動します。 コンピューターを
再始動するまで、Microsoft Windows で、一部のファイルとサービスは削除され
ない場合もあります。
重要: 各コンピューターを再始動する前に、新規製品インストールは行わない
でください。コンピューターの再始動の前に製品の再インストールを行うと、
新規インストールが失敗するおそれがあります。

クライアント層からの InfoSphere Information Server の手動によ
る削除 (Windows)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、クライアント層コンピュー
ターからファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があります。スイー
トを再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレクトリーを完全
に削除することが重要です。

手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. 管理者特権でコマンド・ウィンドウを開きます。
a. 「スタート」 > 「検索」をクリックします。
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b. 「検索結果」ボックスで、cmd を入力し、Ctrl+Shift+Enter を押します。
c. 続行の許可を求めるプロンプトに対し「続行」をクリックして、承諾しま
す。
3. IBM InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server のクライアント
の古いバージョンを以前にインストールした場合には、クライアントのアンイ
ンストール後に Windows レジストリー・キーがシステムに残っていることが
あります。すべての InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Server
ソフトウェアをアンインストールした場合には、以下のレジストリー・キーを
削除します。
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥ASBNode
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Client
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage Multi-Client Manager
HKLM¥SOFTWARE¥Ascential Software¥Documentation Tool
HKLM¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer

4. インストール・プログラムは、クライアント層とエンジン層で特定バージョン
の MKS ツールキットを使用します。ご使用の環境でサポートされるバージョ
ンの MKS ツールキットを最初にインストールしなかった場合には、「プログ
ラムの追加と削除」を使用して、 InfoSphere Information Server インストー
ル・プログラムによってインストールされた MKS ツールキットを削除しま
す。
5. 以下のデスクトップ・ショートカットを削除します。
v Administrator Client.lnk
v Designer Client.lnk
v Console for IBM Information Server.lnk
v Web Console for IBM Information Server.lnk
6. マルチクライアント・マネージャーがインストールされている場合には、次の
コマンドを実行して、マルチクライアント・マネージャー・サービスの項目を
削除します。
"C:¥IBM¥InformationServer¥MCM¥ClientSwitcherService.exe" /uninstall

注: コンピューターに複数のクライアント・バージョンをインストールしてい
る場合には、すべてのクライアントが削除されます。以前のクライアント・バ
ージョンを使用するには、そのクライアントを再インストールする必要があり
ます。
7. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。
デフォルト・ディレクトリーは、C:¥IBM¥InformationServer¥ です。
8. 当該コンピューターにバージョン 8.5 クライアントのみがインストールされて
いる場合には、レジストリーをバックアップしてから、レジストリー・キー
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ascential Software および
¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥IBM¥InformationServer を削除します。
9. インストール・プログラムのログ・ファイルを含む、以下の一時ディレクトリ
ーを削除します。
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディ
レクトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
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10. 以下のディレクトリーから Windows「スタート」メニューのショートカットを
削除します。
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. 残っている InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使
用していないのであれば、削除します。
12. スイートを削除した後、各コンピューターを再始動します。 コンピューターを
再始動するまで、Microsoft Windows で、一部のファイルとサービスは削除され
ない場合もあります。
重要: 各コンピューターを再始動する前に、新規製品インストールは行わない
でください。コンピューターの再始動の前に製品の再インストールを行うと、
新規インストールが失敗するおそれがあります。

IBM InfoSphere Information Server の手動による削除
(Linux、UNIX)
前回のインストールまたは削除が失敗した場合、スイートを手動で削除しなければ
ならないことがあります。ソフトウェア削除プログラムの使用を試行した後にの
み、手動でソフトウェアを削除します。

始める前に
ソフトウェアを手動で削除する前に、ソフトウェア削除プログラムを使用して、イ
ンストール済み環境内の各コンピューターでスイートの削除を試みます。ソフトウ
ェア削除プログラムが正常に動作しなかった場合には、この手順を使用して、
InfoSphere Information Server インスタンス全体を削除します。また、この手順を使
用して、ソフトウェア削除プログラムで自動的に削除できない任意のファイルを削
除することもできます。
重要: InfoSphere Information Server インストール済み環境を削除すると、そのイン
ストール済み環境に関連付けられている、すべてのプロジェクト、ジョブ、モデ
ル、およびその他のユーザー作成の項目が削除されます。ソフトウェアを削除する
前に、インストール済み環境内のすべてのコンピューターで必ずバックアップを取
ってください。現行の IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境の
バックアップ方法について詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイ
ド」の 『IBM InfoSphere Information Server のバックアップとリストア』を参照し
てください。
すべてのスケジュールされたタスクはシャットダウンする必要があり、IBM
InfoSphere Information Services Director アプリケーションは使用不可でなければな
りません。 310 ページの『ソフトウェア削除前のタスクとアプリケーションのシャ
ットダウン (サービス層とエンジン層)』を参照してください。

このタスクについて
層または製品モジュールを個別に手動で削除することはできません。手動の削除で
は、インスタンス全体を削除する必要があります。
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サービス層からの InfoSphere Information Server の手動による削
除 (Linux、UNIX)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、サービス層コンピューター
からファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があります。スイートを
再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレクトリーを完全に削
除することが重要です。

手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. root ユーザーとしてログインし、次のステップを実行してサービスを停止および
削除します。
a. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー (デフォルト
は、/opt/IBM/InformationServer) に移動します。
b. IBM WebSphere Application Server を停止します。
c. 次のコマンドを実行して、削除する開始エントリーを判別します。 rc ディ
レクトリー内のシンボリック・リンクにより、MetadataServer.sh ファイル
は自動的に開始されます。 AIX および Linux では、ディレクトリーは
/etc/rc.d です。
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i installation_dir

ここで、installation_dir は、InfoSphere Information Server をインストールし
たディレクトリーです。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer です。
d. 99ISF を含むすべての項目を削除します。
3. アプリケーション・サーバー・ディレクトリーを削除します。
v InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBM
WebSphere Application Server をインストールした場合は、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment の以下の資料に記載されている
WebSphere Application Server の追加の削除手順を実行します。
– バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『WebSphere Application Server 製品のアン
インストール』をお読みください。
– バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『製品のアンインストール後のシステムの
クリーニング』をお読みください。
v WebSphere Application Server を手動で事前にインストールしている場合に
は、製品を再インストールする代わりに、プロファイルを削除してから再作成
してください。
4. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。 デ
フォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/InformationServer です。
5. 次のコマンドを実行して、インストール・プログラムの一時ログ・ファイルを削
除します。
rm -rf /tmp/ibm_is_logs
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注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディレ
クトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
6. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage インストール場所のファイルを
削除します。
rm -rf /.dshome

7. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage ログ・ファイルを削除します。
オペレーティング・システム

コマンド

AIX、Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

8. InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用していない
のであれば、削除します。
9. コンピューターを再始動して、すべてのプロセスが終了したことを確実にしま
す。

エンジン層からの InfoSphere Information Server の手動による削
除 (Linux、UNIX)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、エンジン層コンピューター
からファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があります。スイートを
再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレクトリーを完全に削
除することが重要です。

手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. root ユーザーとしてログインし、次のステップを実行してサービスを停止および
削除します。
a. InfoSphere Information Server エンジンのインストール・ディレクトリーに移
動します。デフォルトの場所は、/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine です。
b. 次のコマンドを実行して、dsenv ファイルを供給して、必要な環境変数を構
成します。
. ./dsenv

c. 次のコマンドを実行して、エンジン・サービスを停止します。
./bin/uv -admin -stop

d. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーに移動します。
デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/InformationServer です。
e. 次のコマンドを実行して、エージェントを停止します。
./ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop

f. 次のコマンドを実行して、削除する開始エントリーを判別します。 rc ディ
レクトリー内のシンボリック・リンクにより、NodeAgents.sh ファイルは自
動的に開始されます。 AIX および Linux では、ディレクトリーは
/etc/rc.d です。
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i installation_dir
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ここで、installation_dir は、InfoSphere Information Server をインストールし
たディレクトリーです。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer です。
g. DSEngine または ISFAgent を含むすべての項目を削除します。
h. /etc/services ファイルを開き、dsrpc エントリーから始まるエントリーを
検索して削除します。次の例は、このエントリーの内容を示しています。
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon DSEngine@/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine

3. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。 デ
フォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/InformationServer です。
4. 次のコマンドを実行して、インストール・プログラムの一時ログ・ファイルを削
除します。
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディレ
クトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
5. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage インストール場所のファイルを
削除します。
rm -rf /.dshome

6. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage ログ・ファイルを削除します。
オペレーティング・システム

コマンド

AIX、Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

7. InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用していない
のであれば、削除します。
8. コンピューターを再始動して、すべてのプロセスが終了したことを確実にしま
す。

メタデータ・リポジトリー層からの InfoSphere Information Server
の手動による削除 (Linux、UNIX)
ソフトウェア削除プログラムを使用してスイート・ソフトウェアを削除できない場
合、製品が完全に削除されることを確実にするために、エンジン層コンピューター
からファイルおよびディレクトリーを手動で削除する必要があります。スイートを
再インストールする予定の場合は、これらのファイルとディレクトリーを完全に削
除することが重要です。

手順
1. コンピューターをバックアップします。
2. IBMDB2 データベース・システムを InfoSphere Information Server インストー
ルの一部としてインストールした場合には、メタデータ・リポジトリー層をイ
ンストールしたコンピューターから DB2 データベース・システムを削除しま
す。DB2 データベース・システムを削除すると、メタデータ・リポジトリー・
データベースおよび分析データベースも自動的に削除されます。
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a.

DB2 インスタンス・オーナーとしてログインします。このアカウントは、
デフォルトでは、db2inst1 です。

b. 次のコマンドを実行して、データベースをドロップします。
db2 drop database xmeta
db2 drop database iadb

この例では、デフォルト・データベース名として、xmeta と iadb を使用し
ます。別の名前を使用している場合には、代わりにご使用のデータベース名
を使用します。
c. DB2 データベース・システムを InfoSphere Information Server のインストー
ルの一部としてインストールしており、それが唯一の DB2 インストール済
み環境である場合、その DB2 データベース・システムを削除します。 DB2
9.7 の削除について詳しくは、DB2 インフォメーション・センターを参照し
てください。
d. 次のコマンドを使用して、残っているファイルを削除します。
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm

-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf

/tmp/db2*
/tmp/dascrt*
/var/db2
/var/opt/db2
~dasusr1/das
~db2inst1/db2inst1
~db2inst1/sqllib
/opt/IBM/db2

この例では、デフォルトのパスとユーザー・アカウントを使用します。別の
パスおよびユーザー・アカウントを使用している場合は、代わりに、ご使用
のパスおよびユーザー・アカウントを使用します。
e. /etc/services ファイルの中で、DB2_db2inst1 または db2c_db2inst1 で始
まるエントリーを削除します。ここで、db2inst1 は、スイートのインストー
ルで使用したインスタンス・オーナーの名前です。
f. /etc/inittab ファイルが存在し、これが唯一の DB2 データベース・システ
ム・インストール済み環境である場合は、ファイルをオープンし、fmc エン
トリーを検索して削除します。次の例は、このエントリーの内容を示してい
ます。
fmc:number:respawn:/opt/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd #DB2 Fault Monitor Coordinator

3. DB2 データベース・システムの既存のインストール済み環境を使用している場
合、 DB2 コマンド・プロンプトを使用して、メタデータ・リポジトリー・デ
ータベースと分析データベースをドロップします。デフォルト・データベース
名は、xmeta と iadb です。
4. Oracle データベース・システムまたは Microsoft SQL Server データベース・シ
ステムを使用してメタデータ・リポジトリー・データベースと分析データベー
スを作成した場合は、これらのデータベースを手動でドロップします。デフォ
ルト・データベース名は、xmeta と iadb です。
5. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを削除します。
デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/InformationServer です。
6. 次のコマンドを実行して、インストール・プログラムの一時ログ・ファイルを
削除します。
rm -rf /tmp/ibm_is_logs
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注: 一時ファイルに異なるディレクトリーを選択した場合、デフォルトのディ
レクトリーではなく、そのディレクトリーを削除してください。
7. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage インストール場所のファイルを
削除します。
rm -rf /.dshome

8. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage ログ・ファイルを削除します。
オペレーティング・システム

コマンド

AIX、Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

9. InfoSphere Information Server ユーザーとグループを別の目的に使用していない
のであれば、削除します。
10. コンピューターを再始動して、すべてのプロセスが終了したことを確実にしま
す。
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第 3 部 インストール後のソフトウェアの構成
InfoSphere Information Server のセットアップを完了するには、インストールした製
品モジュール、または使用可能にする機能に対応するタスクを完了します。セット
アップの追加のステップについては、特定の製品モジュールの資料を参照してくだ
さい。
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第 10 章 IBM InfoSphere Information Server の構成
製品をインストールした後、アプリケーション・サーバーとデータベースへの接続
を構成し、セキュリティーを使用可能にし、スイート内の他の製品を構成する必要
があります。これらの構成タスクを完了すると、InfoSphere Information Server のイ
ンストール済み環境が最小のダウン時間で最適に実行するように確実にセットアッ
プされます。

ホスト名およびポートの変更
IBM DB2 のホスト名とポート、または IBM WebSphere Application Server のポー
トは、インストール後に変更することができます。

WebSphere Application Server HTTP ポートの変更
IBM WebSphere Application Server の HTTP サーバー・ポート、HTTP 転送ポー
ト、または HTTPS ポートを変更するには、WebSphere Application Server 管理コン
ソールを使用して WebSphere Application Server を再始動し、その後、他の構成フ
ァイルを編集します。

このタスクについて
このタスクは、スタンドアロン (非クラスター) 環境にのみ適用されます。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールでポート値を変更します。
コンソールでポート値を変更するには、以下のようにします。
a. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
b. 「サーバー」 > 「サーバー・タイプ」 > 「WebSphere アプリケーション・
サーバー」をクリックします。
c. ポートを変更するサーバーを選択します。
d. 「ポート」をクリックします。
e. ポートの値を変更します。
v HTTP サーバー・ポートまたは HTTP 転送ポートの値を変更するには、
WC_defaulthost 値を変更します。
v HTTPS ポートの値を変更するには、WC_defaulthost_secure 値を変更しま
す。
2. WebSphere Application Server を停止して再実行します。
3. Version.xml ファイルのポート値を更新します。 このファイルには、インスト
ール・プログラムが使用するインストール・レコードが含まれています。このフ
ァイルを最新に保つことで、今後のインストールでの問題を回避できます。以下
の Version.xml ファイルを更新します。
v エンジン層をホストするサーバー上にあるファイル
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v サービス層をホストするサーバー上にあるファイル
各サーバーで、Version.xml ファイルは、 IBM InfoSphere Information Server イ
ンストール・ディレクトリーにあります。以下のように、各ファイルを編集しま
す。
a. テキスト・エディターを使用して、Version.xml ファイルを開きます。
b. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

c. HTTPS が構成されている場合は、value 属性を新しい HTTPS ポートに変更
します。HTTPS が構成されていなければ、新しい HTTP ポートを指定しま
す。
d. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

e. HTTPS が構成されている場合は、value 属性を新しい HTTPS ポートに変更
します。HTTPS が構成されていなければ、新しい HTTP ポートを指定しま
す。
f. WC_defaulthost 値をステップ 1 (349 ページ) で変更した場合は、それと同じ
値を次の XML エレメントに指定します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

g. WC_defaulthost_secure 値をステップ 1 (349 ページ) で変更した場合は、そ
れと同じ値を次の XML エレメントに指定します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.secure.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

4. サービス層をホストする各コンピューター上の registered-servers.xml ファイ
ルを変更します。 このファイルは、以下の場所にあります (ここで、installdir
は、InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーの場所)。
v installdir/ASBServer/conf/
注: 通常のインストールの場所は、 /opt/IBM/InformationServer です。
v installdir¥ASBServer¥conf¥
注: 通常のインストールの場所は、C:¥IBM¥InformationServer です。
以下のように、ファイルを編集します。
a. テキスト・エディターでファイルを開きます。
b. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="port"
is-primary-server="true" />

registered-servers.xml ファイルには、複数の <asb-server> エレメントが
存在する場合があります。ポート番号が変更されるサーバーの <asb-server>
エレメントを変更します。
c. port 値を更新します。
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d. 変更を保存します。
5. エンジン層をホストする各コンピューター上の registered-servers.xml ファイ
ルを変更します。 このファイルは次の場所にあります。
v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client_8.5.0.0
v installdir¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥com.ibm.isf.client_8.5.0.0
以下のように、ファイルを編集します。
a. テキスト・エディターでファイルを開きます。
b. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="port"
is-primary-server="true" />

registered-servers.xml ファイルには、複数の <asb-server> エレメントが
存在する場合があります。ポート番号が変更されるサーバーの <asb-server>
エレメントを変更します。
c. port 値を更新します。
d. 変更を保存します。
6. オプション: クライアント層をホストする各コンピューター上の
registered-servers.xml ファイルを変更します。このファイル内のサーバーの
リストは、一部のクライアント・アプリケーションのログイン・ページのサーバ
ー・リストにデータを設定するために使用されます。更新されたポート値を次回
のログイン試行時に表示する場合には、このファイルを更新します。または、次
回のログイン時に、ログイン・ページで新しい値を入力しても構いません。ただ
し、コンピューター上の registered-servers.xml ファイルを変更しない限り、
一部のクライアント・アプリケーションのログイン・ページのリストで、古いホ
スト名とポートが引き続き表示されます。 ファイルを変更するには、以下のい
ずれかの方法を使用します。
v

エンジン層コンピューター上の registered-servers.xml ファイルを変更し
たのと同じように、ファイルを変更します。
注: クライアントのみのコンピューターでは、<asb-server> エレメントに
is-primary-server="true" 属性は表示されません。

v 以下のように、RegistrationCommand コマンドを実行します。
– cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./RegistrationCommand -remove -hostname host -port port

– cd C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname host -port port

注: これらのコマンドでは、サンプル・インストール・ディレクトリーを使用
しており、ユーザーのセットアップとは異なる可能性があります。
ヒント: RegistrationCommand コマンドを使用して、新規サーバー項目の新し
いホスト名とポート番号を追加するには、以下のコマンドを実行します。
– ./RegistrationCommand.sh -add -name host -hostname host -port port
– RegistrationCommand.bat -add -name host -hostname host -port port
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その他の WebSphere Application Server ポートの変更
IBM WebSphere Application Server ポートを WebSphere Application Server 管理コ
ンソールで変更した後に、 WebSphere Application Server を再実行してから、他の
構成ファイルを編集する必要があります。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールで、ポート値を変更します。
a. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
b. 「サーバー」 > 「サーバー・タイプ」 > 「WebSphere アプリケーション・
サーバー」をクリックします。
c. ポートを変更するサーバーを選択します。
d. 「ポート」をクリックします。
e. 変更するポートの値を変更します。
2. アプリケーション・サーバーを停止してから、再始動します。
アプリケーション・サーバー環境

手順

スタンドアロン

WebSphere Application Server を停止して再実
行します。

クラスター環境

ポートを変更した WebSphere Application
Server クラスター・メンバーを停止してか
ら、再始動します。

3. WebSphere ポート設定の SOAP_CONNECTOR_ADDRESS ポート値を変更した場合は、
wsadmin.properties ファイルを更新する必要があります。
注: クラスター環境では、デプロイメント・マネージャーの
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS を変更した場合にのみ、wsadmin.properties ファイル
を変更します。必ず、クラスターのすべてのノードおよびプロファイルの
wsadmin.properties ファイルを更新して、デプロイメント・マネージャーを指
すようにしてください。クラスター・メンバーのみの SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
を変更した場合には、ファイルを更新する必要はありません。
a. テキスト・エディターを使用して、wsadmin.properties ファイルを開きま
す。 このファイルは、サービス層の以下のディレクトリー内にあります。こ
こで、<profile> は、IBM InfoSphere Information Server がインストールされ
ているプロファイルの名前です。クラスター環境では、これは、ポートを変
更したクラスター・メンバーがデプロイされているカスタム・プロファイル
の名前です。
v

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/<profile>/properties/

v

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥<profile>¥properties¥

注: これらのファイル・パスでは、サンプル・インストール・ディレクトリー
を使用しており、ユーザーのセットアップとは異なる可能性があります。
b. テキスト・エディターを使用してファイルを開き、
com.ibm.ws.scripting.port パラメーターの場所を探索します。
c. SOAP_CONNECTOR_ADDRESS に指定した値と一致するように、パラメーター値を
変更します。
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d. 行った変更を保存します。その他のすべての変更が完了してから、WebSphere
Application Server を再実行します。
スタンドアロン環境では、SOAP_CONNECTOR_ADDRESS のデフォルト値は、8880 で
す。
クラスター環境では、デプロイメント・マネージャーの
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS のデフォルト値は、8879 です。クラスター・メンバー
の SOAP_CONNECTOR_ADDRESS のデフォルト値は、8880 です。
要確認: クラスター環境の場合、クラスター内のすべてのノードとプロファイル
にステップ 3 (352 ページ) を繰り返します。

メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名およびポート
の変更
構成ファイルを変更してから、 IBM WebSphere Application Server 管理コンソール
で値を変更することで、メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名また
はポートを変更できます。

データベース dbalias 属性の更新
メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名を更新するには、
ojb-conf.jar アーカイブ内に存在する XML ファイルを変更します。

始める前に
ojb-conf.jar ファイルを、IBM InfoSphere Information Server ディレクトリー階層
の外部にあるディレクトリーにバックアップします。

手順
1. アプリケーション・サーバーを停止します。
アプリケーション・サーバーの構成

手順

スタンドアロン

IBM WebSphere Application Server を停止し
ます。

クラスター

WebSphere Application Server クラスター・メ
ンバーを停止します。

2. 以下のように、空の一時ディレクトリーを作成して、デフォルトの作業ディレク
トリーにします。
mkdir tmp
cd tmp

3. 構成に応じて、以下のサーバーのいずれかにある ojb-conf.jar ファイルの場所
を探索します。
v インストール済み環境に、WebSphere Application Server のクラスター・イン
プリメンテーションが含まれている場合は、 WebSphere Application Server
Deployment Manager をホストしているサーバー上のファイルの場所を探索し
ます。
v それ以外の場合は、サービス層をホストしているサーバー上のファイルの場所
を探索します。
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オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥lib

4. Java Developer Kit の jar ユーティリティー (WebSphere Application Server に含
まれるものなど) を使用して、一時場所に ojb-conf.jar ファイルを解凍しま
す。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

以下の行は、単一のコマンドの一部で
す。/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/
bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar
以下の行は、単一のコマンドの一部です。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥jar
xf

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥
lib¥ojb-conf.jar

5. テキスト・エディターで、repository_database.xml ファイルを開きます。
6. dbalias 属性の場所を探索します。 次の表で、属性のフォーマットについて説
明します。
表 67. さまざまなデータベース・システムの属性
データベー
ス・システム dbalias 属性
IBM DB2 デ dbalias="//host:port/dbname"
ータベース・
システム
Oracle データ dbalias="oracle://host:port;ServiceName=service"
ベース・シス
テム
Oracle RAC

dbalias="oracle://host1:port;ServiceName=service;AlternateServers=
(host:port, host:port, host:port, ...)"

dbalias="sqlserver://host:port;DatabaseName=dbname"
Microsoft
SQL Server
データベー
ス・システム
dbalias="sqlserver://host/named_instance:port;DatabaseName=dbname"
Microsoft
SQL Server
の名前付きイ
ンスタンス

7. 新しいメタデータ・リポジトリー・データベース・ホストのホスト名とポート値
と一致するように、host および port の値を変更します。
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8. 変更を保存して、テキスト・エディターを終了します。
9. ステップ 2 (353 ページ) で作成した一時ディレクトリーまでナビゲートし、
ojb-conf.jar ファイルを更新された情報と一緒に圧縮します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

以下の行は、単一のコマンドの一部です。コ
マンドの末尾のピリオド (.) は必須で
す。/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/
bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .

Windows

以下の行は、単一のコマンドの一部です。コ
マンドの末尾のピリオド (.) は必須です。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥java¥bin¥jar
cf
C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥apps¥
lib¥ojb-conf.jar .

IBM WebSphere Application Server の変更の伝搬
ojb-conf.jar ファイルに含まれているファイルに変更を加えた後、それらの変更が
有効になるように変更内容を WebSphere Application Server に伝搬する必要があり
ます。
スタンドアロン構成における IBM WebSphere Application Server への
ojb-conf.jar ファイルのコピー (Linux、UNIX):
スタンドアロン構成で WebSphere Application Server に変更を伝搬するには、
WebSphere Application Server がインストールされているディレクトリーに
ojb-conf.jar ファイルをコピーする必要があります。
手順
1. WebSphere Application Server を停止します。
2. コマンド行から、install_dir/ASBServer/apps/lib ディレクトリーまでナビゲ
ートします。ここで、install_dir は、IBM InfoSphere Information Server をイ
ンストールしたディレクトリーです。
3. 次のコマンドを実行して、ojb-conf.jar ファイルを WebSphere Application
Serverapps/lib ディレクトリーにコピーします。コマンドは 1 行で入力してく
ださい。
cp ojb-conf.jar
/was_install_dir/AppServer/profiles/profile_name/informationServer/apps/lib

was_install_dir は、WebSphere Application Server をインストールしたディレ
クトリーです。
profile_name は、WebSphere Application Server の InfoSphere Information
Server プロファイル名です。
4. WebSphere Application Server を開始します。
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スタンドアロン構成における IBM WebSphere Application Server への
ojb-conf.jar ファイルのコピー (Windows):
スタンドアロン構成で WebSphere Application Server に変更を伝搬するには、
WebSphere Application Server がインストールされているディレクトリーに
ojb-conf.jar ファイルをコピーする必要があります。
手順
1. WebSphere Application Server を停止します。
2. コマンド・プロンプトをオープンし、install_dir\ASBServer\apps\lib ディレ
クトリーまでナビゲートします。ここで、install_dir は、IBM InfoSphere
Information Server をインストールしたディレクトリーです。
3. 次のコマンドを実行して、ojb-conf.jar ファイルを WebSphere Application
Serverapps\lib ディレクトリーにコピーします。コマンドは 1 行で入力してく
ださい。
copy ojb-conf.jar
\was_install_dir\AppServer\profiles\profile_name\informationServer\apps\lib

was_install_dir は、WebSphere Application Server をインストールしたディレ
クトリーです。
profile_name は、WebSphere Application Server の InfoSphere Information
Server プロファイル名です。
4. WebSphere Application Server を開始します。
クラスター構成における FilePropagator ユーティリティーの実行 (Linux、UNIX):
クラスター構成で IBM WebSphere Application Server に変更を伝搬するには、
FilePropagator ユーティリティーを実行する必要があります。通常、このユーティリ
ティーを実行して、変更された IBM InfoSphere Information Server 共有ライブラリ
ーを WebSphere Application Serverに伝搬します。
始める前に
isrecovery ツールを使用して、InfoSphere Information Server のコンポーネントとデ
ータをバックアップします。isrecovery ツールの実行方法について詳しくは、IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド の『Backing up IBM InfoSphere
Information Server components』 を参照してください。
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このタスクについて
重要: FilePropagator ユーティリティーを実行するには、1.5 GB 以上の一時ディス
ク・スペースが必要です。FilePropagator ユーティリティーを実行する前に、以下の
ディレクトリーに少なくとも 1.5 GB の未使用のディスク・スペースがあることを
確実にしてください。
表 68. FilePropagator ユーティリティーによって使用される一時システム・ディレクトリー
オペレーティング・システム

一時ディレクトリー

AIX、Linux、UNIX

/tmp

HP-UX、Solaris

var/tmp

手順
1. コマンド行から、install_dir/ASBServer ディレクトリーまでナビゲートしま
す。ここで、install_dir は、InfoSphere Information Server をインストールし
たディレクトリーです。
2. 次のコマンドを実行して、apps/lib ディレクトリーおよび apps/eclipse ディ
レクトリーのコピーを作成します。
rm -r profile/informationServer/apps
mkdir -p profile/informationServer/apps
cp -r apps/lib apps/eclipse profile/informationServer/apps

3. WebSphere Application Server クラスターを停止します。
4. コマンド行から、FilePropagator ユーティリティーを実行します。以下のコマン
ドを 1 行で入力します。
bin/FilePropagator.sh
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user は、アプリケーション・サーバーにログインするのに使用するユ
ーザー名です。
wasadmin_password は、wasadmin_user に指定したユーザー名のパスワードで
す。
5. WebSphere Application Server クラスターを開始します。
クラスター構成における FilePropagator ユーティリティーの実行 (Windows):
クラスター構成で IBM WebSphere Application Server に変更を伝搬するには、
FilePropagator ユーティリティーを実行する必要があります。通常、このユーティリ
ティーを実行して、変更された IBM InfoSphere Information Server 共有ライブラリ
ーを WebSphere Application Serverに伝搬します。
始める前に
isrecovery ツールを使用して、InfoSphere Information Server のコンポーネントとデ
ータをバックアップします。isrecovery ツールの実行方法について詳しくは、IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド の『Backing up IBM InfoSphere
Information Server components』 を参照してください。
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このタスクについて
重要: FilePropagator ユーティリティーを実行するには、1.5 GB 以上の一時ディス
ク・スペースが必要です。FilePropagator ユーティリティーを実行する前に、%TEMP%
ディレクトリーに少なくとも 1.5 GB の未使用のディスク・スペースがあることを
確実にしてください。
手順
1. コマンド・プロンプトをオープンし、install_dir\ASBServer ディレクトリーま
でナビゲートします。ここで、install_dir は、InfoSphere Information Server
をインストールしたディレクトリーです。
2. 次のコマンドを実行して、apps\lib ディレクトリーおよび apps\eclipse ディ
レクトリーのコピーを作成します。
rd /q/s profile\informationServer\apps
mkdir -p profile\informationServer\apps
xcopy /s/i apps\lib profile\informationServer\apps\lib
xcopy /s/i apps\eclipse profile\informationServer\apps\eclipse

3. WebSphere Application Server クラスターを停止します。
4. コマンド・プロンプトから、FilePropagator ユーティリティーを実行します。以
下のコマンドを 1 行で入力します。
bin/FilePropagator.bat
-user wasadmin_user
-password wasadmin_password
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

wasadmin_user は、アプリケーション・サーバーにログインするのに使用するユ
ーザー名です。
wasadmin_password は、wasadmin_user に指定したユーザー名のパスワードで
す。
5. WebSphere Application Server クラスターを開始します。

データベース・プロパティー URL の更新
database.properties ファイルで値を指定して、メタデータ・リポジトリー・デー
タベースのホスト名とポート名を更新します。

始める前に
database.properties ファイルを、IBM InfoSphere Information Server ディレクトリ
ー階層の外部にあるディレクトリーにバックアップします。

手順
1. database.properties ファイルの場所を探索します。このファイルは、IBM
InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーの
ASBServer/bin/sql/ サブディレクトリーにあります。
2. 以下のように、ファイルを編集します。
a. テキスト・エディターを使用して、ファイルを開きます。
b. ファイル内で、url キーワードと値の場所を探索します。

358

プランニング、インストール、および構成ガイド

表 69. さまざまなデータベース・システムの URL キーワードと値のフォーマット
データベー
ス・システム url キーワードと値
IBM DB2 デ url=jdbc¥:db2¥://host¥:port/dbname
ータベース・
システム
Oracle データ url=jdbc¥:ibm¥:oracle¥://
ベース・シス host¥:port;serviceName¥=service;AlternateServers¥=(host:port,
host:port, host:port, ...)
テム
Oracle RAC

url=jdbc¥:ibm¥:oracle¥://
racl¥:1521;serviceName¥=orcl;AlternateServers¥=(racl:1521, rac2:1521,
rac3:1521)

url=jdbc¥:ibm¥:sqlserver¥://host¥:port;DatabaseName=dbname
Microsoft
SQL Server
データベー
ス・システム
url=jdbc¥:ibm¥:sqlserver¥://
Microsoft
host¥¥named_instance:port;DatabaseName=dbname
SQL Server
の名前付きイ
ンスタンス

c. host および port を、データベース dbalias 属性の更新で指定したのと同じ値
に変更します。
d. ファイルを保存します。
3. アプリケーション・サーバーを再始動します。
アプリケーション・サーバーの構成

手順

スタンドアロン

IBM WebSphere Application Server を再実行
します。

クラスター

WebSphere Application Server クラスター・メ
ンバーを再始動します。

自動クライアント・リルートの構成
IBM WebSphere Application Server が DB2 クラスターまたは HADR 構成でスタン
バイ・サーバーに円滑に再接続するには、自動クライアント・リルートを構成しま
す。

このタスクについて
クラスター化された DB2 データベース・システムのセットアップによる IBM
InfoSphere Information Server インストールでは、自動クライアント・リルートは、
1 次サーバーで障害が起きた場合、WebSphere Application Server をリダイレクトし
て、代替サーバーに接続できます。代替サーバーは、自動クライアント・リルート
内で事前登録されます。失敗が発生すると、自動クライアント・リルートは、最初
に、1 次データベースに再接続しようとします。接続が失敗すると、自動クライア
ント・リルートは、スタンバイ・サーバーとの接続を確立します。
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更新、削除、または挿入トランザクションが実行中であって、トランザクションが
コミットされる前に失敗が発生した場合、ユーザーはエラー・メッセージを受信し
ます。ユーザーがトランザクションを再試行すると、スタンバイ・サーバーは、そ
のトランザクションを処理します。読み取りトランザクションが実行中であった場
合、その読み取りトランザクションは、スタンバイ・サーバーで自動的に実行さ
れ、エラー・メッセージは表示されません。

手順
1. 1 次ノードにログインします。
2. 次のコマンドを実行して、データベースに対する自動クライアント・リルートを
構成します。次の例に示されているように、standby_IP は、IPv4 アドレスまた
は IPv6 アドレスにすることができます。
db2 update alternate server for database database using
hostname standby_IP port port

例:
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7 port 60000

データ・ソースの接続プロパティーの変更
WebSphere Application Server の開始時にメタデータ・リポジトリー・データベース
を検出できるように、IBM WebSphere Application Server 管理コンソールで接続プ
ロパティーを変更する必要があります。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。 WebSphere
Application Server 管理者のユーザー名とパスワードを使用します。
2. 「リソース」 > 「JDBC」 > 「データ・ソース」をクリックします。
3. 「ASB JDBC DataSource」、「ASB JDBC XA DataSource」、および「Jreport
JDBC DataSource」の各データ・ソースについて、以下のステップを実行しま
す。
a. ウィンドウでデータ・ソース名をクリックします。
b. 「追加プロパティー」の下で、「カスタム・プロパティー」をクリックしま
す。
c. 接続プロパティーを変更します。
d. Oracle RAC の場合、以下の変更を加えます。
1) 次のプロパティーを削除します。
databaseName
SID

2) 次のプロパティーを追加します。プロパティー名には大/小文字の区別が
あります。
serviceName service_name
alternateServers (host1\:port,host2\:port,host3\:port)

serviceName
SID を置き換え、Oracle RAC サーバーの識別に使用されます。この
値は、database.properties ファイルで指定した serviceName 値と
一致しなければなりません。
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alternateServers
Oracle RAC 構成内のサーバーのホスト名およびポートを指定しま
す。この値は、database.properties ファイルで指定した
AlternateServers 値と一致しなければなりません。
e. ページ上部のメッセージ領域で、「適用」をクリックしてから、「保存」を
クリックして、変更をマスター構成に適用します。
f. 次のページで、「保存」ボタンをもう一度クリックします。
g. 「データ・ソース」ページに戻り、変更したデータ・ソースをクリックして
から、「接続のテスト」をクリックします。
4. クラスター・メタデータ・リポジトリー構成 (DB2 クラスタリングまたは
HADR、Oracle RAC) の場合は、WebSphere Application Server の代替データベ
ースのホスト名とポート情報も更新します。 178 ページの『DB2 データベース
が IBM WebSphere Application Server に接続するための代替アドレスとポート
の指定』を参照してください。
5. コンソールからログアウトします。
6. アプリケーション・サーバーを再始動します。
アプリケーション・サーバーの構成

手順

スタンドアロン

IBM WebSphere Application Server を再実行
します。

クラスター

WebSphere Application Server クラスター・メ
ンバーを再始動します。

インストール・レコードの更新
Version.xml ファイルには、インストール・プログラムが使用するインストール・
レコードが含まれています。このファイル内の値を更新すると、将来のインストー
ルでの問題の回避に役立ちます。

このタスクについて
Version.xml ファイルは、ojb-conf.jar ファイルと同じサーバー上の IBM
InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーにあります。

手順
1. テキスト・エディターを使用して、Version.xml ファイルを開きます。
2. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver"/>

3. value 属性を、メタデータ・リポジトリー・データベースのホスト名に変更しま
す。
4. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

5. value 属性を、メタデータ・リポジトリー・データベースのポート番号に変更し
ます。
6. 変更を保存して、Version.xml ファイルを閉じます。
第 10 章 IBM InfoSphere Information Server の構成

361

ファイアウォール例外のセットアップ
ほとんどの場合、Microsoft Windows コンピューターでインストールの準備をする際
にポートを開くことで、ファイアウォール例外を指定しなくて済みます。ただし、
ネットワーク・アクセスを必要とするクライアント・サイドの実行可能ファイルに
ついて、明示的なファイアウォール例外をセットアップすることもできます。

このタスクについて
ステージは注意して設定する必要があります。

手順
1. ファイアウォール・ソフトウェアを使用して、以下の実行可能ファイル用のファ
イアウォール例外をセットアップします。これらのファイルのデフォルトの場所
は、C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic¥ です。
表 70. ネットワーク・アクセスを必要とするクライアント・サイド実行可能ファイル
実行可能ファイル

説明

admin.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
アドミニストレーター

director.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
ディレクター

DSCompilerWizard.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナーが使用するマルチ・ジョブ・コン
パイラー

DSDesign.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー

dsviewer.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナーのデータ・セット管理

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥apps¥
jre¥bin¥java.exe

Java プログラムを実行するために使用される
プロセス。これらのプロセスは、すべてのク
ライアントが必要とします。

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBNode¥apps¥
jre¥bin¥javaw.exe
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥
Classic¥ISC¥isc.exe

IBM InfoSphere Information Services Director
コンソールおよび IBM InfoSphere
Information Analyzer コンソールを実行する
プログラム

C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥
istools¥manager¥manager.exe

IBM InfoSphere Information Server Manager

C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥
istools¥cli¥istool.bat

InfoSphere Information Server マネージャー・
コマンド・ライン・インターフェース

2. ファイアウォール・ソフトウェアを使用して、スタンドアロン・アプリケーショ
ンを開始する、以下の実行可能ファイル用のファイアウォール例外をセットアッ
プします。これらのファイルのデフォルトの場所は、
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic¥ です。
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表 71. ネットワーク・アクセスを必要とするスタンドアロン・ツール用の実行可能ファイル
実行可能ファイル

説明

diffapicmdline.exe

比較用コマンド・ライン・ツール

dsdiffexporter.exe
dsadmin.exe

コマンド・ライン管理ツール

dscc.exe

コマンド・ライン・コンパイラー・ツール

dscmdexport.exe

コマンド・ライン・エクスポート・ツール

dscmdimport.exe

コマンド・ライン・インポート・ツール

dsexport.exe

エクスポート・ツール

dsimport.exe

インポート・ツール

dsjob.exe

コマンド・ライン・ジョブ管理ツール

NLVAdmin.exe

非英語インストール済み環境を英語に切り替
えるためのサポート・ツール

XMDICmd.exe

Metadata Importer ユーティリティー

XMLImporter.exe

XML 表定義インポーター

XMLMDImporter.exe

Secure Sockets Layer (SSL) の使用可能化
IBM InfoSphere Information Server は、アプリケーション・サーバーと・クライアン
ト・コンポーネントとの間の Secure Sockets Layer (SSL) 通信をサポートします。
ご使用の環境の EJB または HTTP レベルで機密性が必要である場合には、SSL を
使用可能にすることができます。

このタスクについて
SSL は、InfoSphere Information Server の中ではデフォルトで使用不可です。
HTTPS を構成しなければ、代わりに HTTP が使用されます。 SSL によりシステム
のセキュリティーが強化されますが、管理作業も増え、エラーが起こりやすくなる
可能性もあります。SSL はパフォーマンスにも影響を与えるので、SSL を使用可能
にする前に、利点と欠点を注意深く検討してください。強力なファイアウォールが
設定されている場合には、SSL は必要ないかもしれませんが、SSL には次の利点が
あります。
暗号化 SSL 接続を介して送信されるデータは暗号化されます。
識別

サーバーの検証に成功した場合のみ、通信が許可されます。通信が開始され
る前に、サーバーはクライアントに証明書を送信します。送信者の認証性を
検証するために、証明書の署名はクライアントによって暗号化解除されま
す。

インバウンド・セキュア HTTP (HTTPS) またはインバウンド RMI/IIOP (EJB 通信)
クライアント/サーバー通信の SSL を使用可能にすることができます。

手順
1. SSL を使用して通信するように、アプリケーション・サーバーを構成します。
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2. SSL を使用するように、以下の層コンピューターで InfoSphere Information
Server コンポーネントを構成します。

エンジン層コンピューター

サービス層コンピューター

クライアント層コンピュータ
ー

v エージェント

v コマンド・ライン・ツール

v コマンド・ライン・ツール

v コマンド・ライン・ツール

v リッチ・クライアント・プ
ログラム
リッチ・クライアント・プロ
グラムには、InfoSphere
Information Server コンソー
ル、IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage ディレクタ
ー、デザイナー、およびアド
ミニストレーター・クライア
ント、そして IBM InfoSphere
FastTrack クライアントが含ま
れます。

3. 次のどちらかの方式を使用して、HTTPS を使用してアプリケーション・サーバ
ーと通信するようにリッチ・クライアント・プログラムを構成します。
方式

手順

手動

コンポーネントを含む各コンピューター上の
構成ファイルを編集し、そのコンピューター
に HTTPS 証明書をインストールします。

自動

インストールの間に、インストール・プログ
ラム内からコンポーネントを構成します (こ
の方式は、大部分のインストール・シナリオ
に使用可能です)。

以下のシナリオでは、手動方式を使用する必要があります。
v InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して
WebSphere Application Server をインストールする場合。この場合、インスト
ール後に手動による方式を使用して、HTTPS 用にサービス層を構成する必要
があります。同じインストール・パスにクライアント層またはエンジン層をイ
ンストールする場合、パスの中にインストールする層を、手動で HTTPS 用に
構成する必要もあります。
v 他の層がインストールされていないコンピューター上か、他の層がインストー
ルされているコンピューター上のどちらかのインストール・パスにのみ、クラ
イアント層をインストールする場合。この場合、インストール後に手動による
方式を使用して、HTTPS 用にクライアント層を構成する必要があります。
4. SSL を使用可能にした後、次の HTTPS 情報を指定します。
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ツール・タイプ

手順

Web ベースの InfoSphere Information
Server クライアント・ツールにアクセスする

HTTPS URL とポートを Web ブラウザーで
指定します
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ツール・タイプ

手順

リッチ・クライアント・ツールにアクセスす
る

各ツールへのログイン時に HTTPS 対応ポー
トを指定します

インバウンド RMI/IIOP 転送の SSL の使用可能化 (スタンドアロ
ン・インストール)
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.5 以降では、RMI/IIOP の SSL
は、デフォルトで使用不可になっています。バージョン 8.5 以降のインストールま
たはバージョン 8.5 へのアップグレードの後に、IBM WebSphere Application Server
バージョン 7.0 および 8.0 の Secure Sockets Layer (SSL) を使用可能にすることが
できます。

このタスクについて
InfoSphere Information Server がインストールされた後、WebSphere Application
Server 管理コンソールを使用して、アプリケーション・サーバーでこの通信プロト
コルを再度使用可能にします。
SSL を使用していた前のバージョンの InfoSphere Information Server からアップグ
レードし、SSL の使用を継続する場合は、バージョン 8.5 以降のインストール後に
SSL を使用可能にする必要があります。SSL を使用する場合、またはシステムで
Enterprise JavaBeans (EJB) レベルの機密性が必要な場合には、SSL を使用可能にす
る必要があります。これは、EJB クライアントが、RMI/IIOP プロトコルを使用して
Java Enterprise Edition (J2EE) EJB 層と対話するからです。
重要: セル内で SSL の変更が行われた場合には、すべてのクライアント・システム
で、UpdateSignerCerts ツールを実行する必要があります。この場合、アプリケー
ション・サーバーとノード・エージェントのグループはデプロイメント・マネージ
ャーによって管理されます。例えば、証明書の有効期限が切れた場合、アプリケー
ション・サーバー環境内のすべてのクライアント・システムでこのツールを実行す
る必要があります。

手順
1. WebSphere Application Server プロセスを開始します。
a. MetadataServer.sh または MetadataServer.bat スクリプトを実行して、
WebSphere Application Server を開始します。
b. Microsoft Windows サービスを開始して、 WebSphere Application Server を開
始します。
2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインして、セキュリティー
設定をセットアップします。
アプリケーション・サーバーのバージョン

手順

バージョン 7.0

WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『特定のア
プリケーション・サーバーの保護』をお読み
ください。
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アプリケーション・サーバーのバージョン

手順

バージョン 8.0

WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『複数のセ
キュリティー・ドメイン』をお読みくださ
い。

3. 「OK」をクリックして、すべての変更を保存します。
4. すべての WebSphere Application Server プロセスを停止して再実行します。

次のタスク
各クライアント・システムで IBM InfoSphere Information Server UpdateSignerCerts
ツールを実行します。

インバウンド RMI/IIOP 転送の SSL の使用可能化 (クラスター・
インストール)
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.5 以降では、RMI/IIOP の SSL
は、デフォルトで使用不可になっています。バージョン 8.5 以降のインストールま
たはバージョン 8.5 へのアップグレードの後に、IBM WebSphere Application Server
バージョン 7.0 および 8.0 の Secure Sockets Layer (SSL) を使用可能にすることが
できます。

このタスクについて
InfoSphere Information Server がインストールされた後、WebSphere Application
Server 管理コンソールを使用して、アプリケーション・サーバーでこの通信プロト
コルを再度使用可能にします。
SSL を使用していた前のバージョンの InfoSphere Information Server からアップグ
レードし、SSL の使用を継続する場合は、バージョン 8.5 以降のインストール後に
SSL を使用可能にする必要があります。SSL を使用する場合、またはシステムで
Enterprise JavaBeans (EJB) レベルの機密性が必要な場合には、SSL を使用可能にす
る必要があります。これは、EJB クライアントが、RMI/IIOP プロトコルを使用して
Java Enterprise Edition (J2EE) EJB 層と対話するからです。
重要: セル内で SSL の変更が行われた場合には、すべてのクライアント・システム
で、UpdateSignerCerts ツールを実行する必要があります。この場合、アプリケー
ション・サーバーとノード・エージェントのグループはデプロイメント・マネージ
ャーによって管理されます。例えば、証明書の有効期限が切れた場合、アプリケー
ション・サーバー環境内のすべてのクライアント・システムでこのツールを実行す
る必要があります。

手順
1. WebSphere Application Server プロセスを開始します。
a. すべてのノード・エージェントが稼働中であることを確認します。
b. startManager コマンドを実行して、 WebSphere Application Server
Deployment Manager を開始します。

366

プランニング、インストール、および構成ガイド

2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインして、セキュリティー
設定をセットアップします。
アプリケーション・サーバーのバージョン

手順

バージョン 7.0

WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『特定のア
プリケーション・サーバーの保護』をお読み
ください。

バージョン 8.0

WebSphere Application Server インフォメーシ
ョン・センターにアクセスして、『複数のセ
キュリティー・ドメイン』をお読みくださ
い。

3. 「OK」をクリックして、すべての変更を保存します。
4. すべてのアプリケーション・サーバー、ノード・エージェント、および
Deployment Manager を停止して、セル内のすべての WebSphere Application
Server プロセスを停止してから、再開します。その後、Deployment Manager、す
べてのノード・エージェント、およびすべてのアプリケーション・サーバーを開
始します。

次のタスク
各クライアント・システムで IBM InfoSphere Information Server UpdateSignerCerts
ツールを実行します。

SSL を使用可能にした後、または SSL 設定を変更した後の
UpdateSignerCerts の実行
コンピューターの SSL を使用可能にするには、サーバーから証明書を取得する必要
があります。証明書を取得するには、UpdateSignerCerts ツールを実行します。ま
た、SSL の変更が IBM WebSphere Application Server セルで行われるたびに、
UpdateSignerCerts ツールを実行する必要があります。

このタスクについて
次の表に、UpdateSignerCerts ツールを実行するタイミングおよび場所について説
明します。
表 72. UpdateSignerCerts ツールを実行するタイミングおよび場所
UpdateSignerCerts ツールを
実行するタイミング

UpdateSignerCerts ツールを
実行する場所

WebSphere Application
Server 構成

RMI/IIOP または HTTPS の クライアント層、エンジン
SSL をはじめて再使用可能化 層、およびサービス層。
した後 (新規インストールま
たはアップグレードの後)。

WebSphere Application Server
のスタンドアロンおよびクラ
スター構成

クライアント層、エンジン
層、およびサービス層

WebSphere Application Server
のスタンドアロンおよびクラ
スター構成

サーバー証明書を置換または
更新した後 (例えば、証明書
の有効期限が切れたとき)。
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表 72. UpdateSignerCerts ツールを実行するタイミングおよび場所 (続き)
UpdateSignerCerts ツールを
実行するタイミング

UpdateSignerCerts ツールを
実行する場所

新しい IBM InfoSphere
Information Server クライア
ントまたはエンジン層をイン
ストールした後。

新しいクライアント層および WebSphere Application Server
新しいエンジン層 (SSL が使 のスタンドアロンおよびクラ
スター構成
用可能な場合に限る)

新しい管理対象ノードをクラ
スターに追加して、新規カス
タム・プロファイルが作成さ
れた後 (水平クラスタリン
グ)。

クライアント層、エンジン
層、およびサービス層 (SSL
が使用可能な場合に限る)

WebSphere Application
Server 構成

WebSphere Application Server
クラスター構成のみ

手順
1. UpdateSignerCerts ツールが入っているディレクトリーに移動します。 次の表
は、ツールをどこから実行するかを示しています。その場所は、ツールを実行す
るコンピューターと、どのように WebSphere Application Server が構成されてい
るかによって異なります。

コンピューターおよび構成

この場所から UpdateSignerCerts を実行す
る

サービス層コンピューター、クラスター化さ
れた WebSphere Application Server 環境

デプロイメント・マネージャーをホストする
コンピューター上の次のパス。
v installdir/ASBServer/bin
v installdir¥ASBServer¥bin
サービス層をホストするコンピューターに、
エンジン層またはクライアント層もインスト
ールされている場合は、コンピューター上の
ASBServer/bin と ASBNode/bin の両方のデ
ィレクトリーで UpdateSignerCerts ツール
を実行します。

サービス層コンピューター、クラスター化さ
れていない (スタンドアロン) WebSphere
Application Server 環境

サービス層コンピューター上の次のパス。
v installdir/ASBServer/bin
v installdir¥ASBServer¥bin
サービス層をホストするコンピューターに、
エンジン層またはクライアント層もインスト
ールされている場合は、コンピューター上の
ASBServer/bin と ASBNode/bin の両方のデ
ィレクトリーで UpdateSignerCerts ツール
を実行します。

エンジン層コンピューター

各エンジン層コンピューター上の次のパス。
v installdir/ASBNode/bin
v installdir¥ASBNode¥bin
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この場所から UpdateSignerCerts を実行す
る

コンピューターおよび構成
クライアント層コンピューター

各クライアント層コンピューター上の次のパ
ス。
v installdir/ASBNode/bin
v installdir¥ASBNode¥bin

メタデータ・リポジトリー層コンピューター

このコンピューター上でツールを実行する必
要はありません。

2. 次のコマンドを使用して、UpdateSignerCerts ツールを実行します。
./UpdateSignerCerts.sh -host host_name -port port_number
UpdateSignerCerts.bat -host host_name -port port_number

UpdateSignerCerts コマンド構文
UpdateSignerCerts コマンドを使用して、サーバーから SSL 証明書を取得します。

コマンド構文
./UpdateSignerCerts.sh -host host_name -port port_number

コマンド構文
UpdateSignerCerts.bat -host host_name -port port_number

パラメーター
-host host_name
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーがある場合
は、フロントエンド・ディスパッチャーのホスト名を使用します。
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーがない場合、
サービス層コンピューターのホスト名を使用します。
-port port_number
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーがある場合
で、フロントエンド・ディスパッチャーが HTTPS 用に構成されていれば、フ
ロントエンド・ディスパッチャーの HTTPS ポートを使用します。そうでなけ
れば、フロントエンド・ディスパッチャーの HTTP ポートを使用します。
インストール済み環境に別個のフロントエンド・ディスパッチャーがない場合
で、HTTPS が構成されていれば、WebSphere Application Server セキュア転送
ポートを使用し、HTTPS が構成されていなければ、HTTP 転送ポートを使用し
ます。
HTTPS が使用される場合、ツールが、HTTPS 証明書の受け入れを求めるプロンプ
トを出すことがあります。証明書を受け入れて、ツールがこのタスクを完了できる
ようにします。
-host 値または -port 値を指定しなければ、ツールは、次のデフォルト値のセット
を使用します。これらの値は、構成によって、適切に機能する場合としない場合が
あります。
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サービス層をホストするコンピューター上でツールを実行する場合 (他の層は、同
じコンピューター上にインストールされていることもあればインストールされてい
ないこともある):
ツールが ASBServer/bin ディレクトリーから実行される場合、ツールは、
registered-servers.xml ファイルで primary-server として指定されている
ホストおよびポートに接続します。これは、フロントエンド・ディスパッチ
ャーの変更またはサービス層における HTTP ポートまたは HTTPS ポート
の変更のために registered-servers.xml ファイルが手動で更新されていな
い限り、サービス層またはエンジン層のインストール時に指定されたホスト
およびポートです。
エンジン層をホストするコンピューター上でツールを実行する場合 (他の層は、同
じコンピューター上にインストールされていることもあればインストールされてい
ないこともある):
ツールが ASBNode/bin ディレクトリーから実行される場合、ツールは、
registered-servers.xml ファイルで primary-server として指定されている
ホストおよびポートに接続します。これは、フロントエンド・ディスパッチ
ャーの変更またはサービス層における HTTP ポートまたは HTTPS ポート
の変更のために registered-servers.xml ファイルが手動で更新されていな
い限り、サービス層またはエンジン層のインストール時に指定されたホスト
およびポートです。
同じコンピューターにエンジン層がインストールされていないクライアント層コン
ピューター上でツールを実行する場合:
-host 値および -port 値は必須です。

HTTPS 使用のための InfoSphere Information Server コンポー
ネントの手動による構成
インストール・プロセス中にインストール・プログラムが層コンピューターの
HTTPS を構成しなかった場合、この手順に従って、その層コンピューターの
HTTPS を手動で構成します。

このタスクについて
サービス層とエンジン層は、これらの層のインストールの間に HTTPS を選択すれ
ば、HTTPS 用に正しく構成されます。これらの層のインストールの間に HTTPS を
選択しなかった場合は、この手順で説明するように、HTTPS 通信を手順で構成でき
ます。各クライアント層は、サービス層との HTTPS 通信を可能にするために、手
動で構成する必要があります。

手順
1. (クライアント層、エンジン層、およびサービス層コンピューター) https.conf
という名前の空のテキスト・ファイルを作成します。このファイルを次の場所に
保管します。ここで、installdir は、InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリーの場所です。
v installdir/ASBServer/conf
v installdir/ASBNode/conf
通常の installdir は、/opt/IBM/InformationServer です。
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ASBServer ディレクトリーは、コンピューターがサービス層をホストする場合に
限り存在します。
v installdir¥ASBServer¥conf
v installdir¥ASBNode¥conf
通常の installdir は、C:¥IBM¥InformationServer です。
ASBServer ディレクトリーは、コンピューターがサービス層をホストする場合に
限り存在します。
2. (クライアント層、エンジン層、およびサービス層コンピューター)
UpdateSignerCerts コマンドを使用して、コンピューターに HTTPS 証明書をイ
ンストールします。 367 ページの『SSL を使用可能にした後、または SSL 設定
を変更した後の UpdateSignerCerts の実行』を参照してください。
3. (エンジン層およびサービス層コンピューター) Version.xml ファイルの中の port
値を更新します。 このファイルには、インストール・プログラムが使用するイ
ンストール・レコードが含まれています。このファイルを最新に保つことで、今
後のインストールでの問題を回避できます。以下の Version.xml ファイルを更
新します。
v エンジン層をホストするサーバー上にあるファイル
v サービス層をホストするサーバー上にあるファイル
各サーバーで、Version.xml ファイルは、 IBM InfoSphere Information Server イ
ンストール・ディレクトリーにあります。
以下のように、各ファイルを編集します。
a. テキスト・エディターを使用して、Version.xml ファイルを開きます。
b. is.console.port エレメントを見つけ、value 属性を、HTTPS ポート番号に
変更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="80"/>

c. is.https エレメントを見つけ、value 属性を true に変更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.https"
persistent="true" readonly="true" value="false"/>

d. isf.http.port エレメントを見つけ、value 属性を HTTPS ポート番号に変
更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

4. 層コンピューターの該当するディレクトリーまでナビゲートし、
registered-servers.xml ファイルを変更します。 クライアント層コンピュータ
ーで、このファイル内のサーバーのリストは、一部のクライアント・アプリケー
ションのログイン・ページでサーバー・リストにデータを設定するのに使用され
ます。更新されたポート値を次回のログイン試行時に表示する場合には、これら
のファイルを更新します。または、次回のログイン時に、ログイン・ページで新
しい値を入力しても構いません。コンピューター上の registered-servers.xml
ファイルを変更しない限り、一部のクライアント・アプリケーションのログイ
ン・ページのリストで、古いホスト名とポートが引き続き表示されます。
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オプション

説明

サービス層コンピューター

v installdir/ASBServer/conf/
v installdir¥ASBServer¥conf¥

エンジン層コンピューター

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

クライアント層コンピューター

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

a. テキスト・エディターでファイルを開きます。
b. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="9080"
is-primary-server="true" />

registered-servers.xml ファイルには、複数の <asb-server> エレメントが
存在する場合があります。すべての <asb-server> エレメントの port を、サ
ービス層のポートを反映するように変更します。
c. port 値を更新します。
d. 変更を保存します。
5. オプション: (クライアント層) 古いサーバー・エントリーを削除するには、
RegistrationCommand コマンドを実行します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

cd installdir/ASBNode/bin
./RegistrationCommand.sh -remove
-hostname host -port port

Windows

cd installdir¥ASBNode¥bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port port

6. (クライアント層) ブラウザーのブックマークと URL ショートカットを更新しま
す。http:// の代わりに https:// を使用し、HTTP ポートの代わりに HTTPS
ポートを参照するように、各項目を変更します。

WebSphere Application Server 証明書の置換
有効期限が切れる前に証明書を置換するため、またはユーザー自身の証明書を使用
するために、ノードごとに異なる証明書を指定して、IBM WebSphere Application
Server 証明書を置換できます。
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このタスクについて
クラスター IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境では、すべて
の署名者証明書を、CellDefaultTrustStore トラストストア内に保管する必要がありま
す。スタンドアロン InfoSphere Information Server インストール済み環境では、す
べての署名者証明書を、NodeDefaultTrustStore トラストストア内に保管する必要が
あります。これらのトラストストアは、WebSphere Application Server 署名者証明書
のデフォルトの場所です。
WebSphere Application Server バージョン 6.1 では、証明書の有効期限が切れるか、
ノードが同期されなくなった場合に、http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180
&uid=swg21305596 の技術情報のステップを完了することで、証明書を置換できま
す。WebSphere Application Server、バージョン 6.1 は InfoSphere Information
Server、バージョン 8.7 でサポートされていませんが、この技術情報の例は、SSL
証明書の手動置換に引き続き有効です。
WebSphere Application Server、バージョン 7.0 およびバージョン 8.0 では、証明書
を更新できます。 WebSphere Application Server は、古い証明書を置換する新しい
証明書を生成します。
または、証明書をユーザー自身の証明書で置換したり、認証局で署名された証明書
を使用したりすることもできます。詳細については、WebSphere Application Server
の資料を参照してください。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. 次のスクリプトを実行して、アプリケーション・サーバーを開始します。
オペレーティング・システム

スクリプト

Linux、UNIX

MetadataServer.sh

Windows

MetadataServer.bat

3. startManager コマンドを使用して、デプロイメント・マネージャーを開始しま
す。
4. WebSphere Application Server 証明書を更新または置換します。 証明書の更新に
ついて詳しくは、WebSphere Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『既存の自己署名証明書の置き換え』をお読み
ください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『既存の個人証明書の置き換え』をお読みくだ
さい。
5. すべての IBM WebSphere Application Server Network Deployment プロセスを停
止して再実行します。アプリケーション・サーバー・プロセスの再実行の詳細に
ついては、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してくださ
い。
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6. WebSphere Application Server クライアント・トラストストアの署名者証明書を
取得します。WebSphere Application Server クライアント・トラストストアに署
名者証明書が含まれていない場合、アプリケーション・サーバーは障害を起こす
可能性があります。
デフォルトで、WebSphere Application Server は、WebSphere Application Server
コマンド・ライン・ユーティリティー (serverStatus コマンドや stopServer
コマンドなど) を実行するときに証明書が信頼されない場合、その証明書を受け
入れるように求めるプロンプトを出します。他のアプリケーション (Microsoft
Windows Services など) を使用して、WebSphere Application Server の停止また
は開始前に証明書を受け入れることを確認してください。
署名者証明書の取得および証明書の信頼の確立について詳しくは、WebSphere
Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『クライアント署名者を SSL で取得するため
のセキュア・インストール』をお読みください。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーショ
ン・センターにアクセスして、『クライアント署名者を SSL で取得するため
のセキュア・インストール』をお読みください。

次のタスク
クライアント層、エンジン層、およびサービス層で、UpdateSignerCerts ツールを
実行します。詳しくは、 367 ページの『SSL を使用可能にした後、または SSL 設
定を変更した後の UpdateSignerCerts の実行』を参照してください。

HTTPS から元の HTTP への切り替え
IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境がセキュア HTTP
(HTTPS) 用に構成されている場合、代わりに HTTP を使用するように構成できま
す。データを暗号化する必要がない場合、または強力なファイアウォールが設定さ
れている場合には、HTTPS は必要ない可能性があります。

手順
1. (クライアント層、エンジン層、およびサービス層コンピューター) https.conf
ファイルを削除します。ファイルは、次の場所にあります。ここで、installdir
は、InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーの場所です。
AIX

HPUX

Linux

Solaris

v installdir/ASBServer/conf
v installdir/ASBNode/conf
通常の installdir は、/opt/IBM/InformationServer です。
v installdir¥ASBServer¥conf
v installdir¥ASBNode¥conf
通常の installdir は、C:¥IBM¥InformationServer です。
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Windows

ASBServer ディレクトリーは、コンピューターがサービス層をホストする場合に
限り存在します。
2. (エンジン層およびサービス層コンピューター) Version.xml ファイルの中の port
値を変更します。 このファイルには、インストール・プログラムが使用するイ
ンストール・レコードが含まれています。このファイルを最新に保つことで、今
後のインストールでの問題を回避できます。以下の Version.xml ファイルを更
新します。
v エンジン層をホストするサーバー上にあるファイル
v サービス層をホストするサーバー上にあるファイル
各サーバーで、Version.xml ファイルは、 IBM InfoSphere Information Server イ
ンストール・ディレクトリーにあります。
以下のように、各ファイルを編集します。
a. テキスト・エディターを使用して、Version.xml ファイルを開きます。
b. is.console.port エレメントを見つけ、value 属性を、使用する HTTP ポー
トに変更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

c. is.https エレメントを見つけ、value 属性を false に変更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.https"
persistent="true" readonly="true" value="true"/>

d. isf.http.port エレメントを見つけ、value 属性を、使用する HTTP ポート
に変更します。
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="port" />

3. 層コンピューターの該当するディレクトリーまでナビゲートし、
registered-servers.xml ファイルを変更します。 クライアント層コンピュータ
ーで、このファイル内のサーバーのリストは、一部のクライアント・アプリケー
ションのログイン・ページでサーバー・リストにデータを設定するのに使用され
ます。更新されたポート値を次回のログイン試行時に表示する場合には、これら
のファイルを更新します。または、次回のログイン時に、ログイン・ページで新
しい値を入力しても構いません。コンピューター上の registered-servers.xml
ファイルを変更しない限り、一部のクライアント・アプリケーションのログイ
ン・ページのリストで、古いホスト名とポートが引き続き表示されます。
オプション

説明

サービス層コンピューター

v installdir/ASBServer/conf/
v installdir¥ASBServer¥conf¥

エンジン層コンピューター

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
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オプション

説明

クライアント層コンピューター

v installdir/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v installdir¥ASBNode¥eclipse¥plugins¥
com.ibm.isf.client_8.7.0.0

a. テキスト・エディターでファイルを開きます。
b. ファイル内で、以下の XML エレメントを見つけます。
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="9080"
is-primary-server="true" />

registered-servers.xml ファイルには、複数の <asb-server> エレメントが
存在する場合があります。すべての <asb-server> エレメントの port を、サ
ービス層のポートを反映するように変更します。
c. port 値を更新します。
d. 変更を保存します。
4. オプション: (クライアント層) 古いサーバー・エントリーを削除するには、
RegistrationCommand コマンドを実行します。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

cd installdir/ASBNode/bin
./RegistrationCommand.sh -remove
-hostname host -port port

Windows

cd installdir¥ASBNode¥bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port port

5. (クライアント層) ブラウザーのブックマークと URL ショートカットを更新しま
す。http:// の代わりに https:// を使用し、HTTP ポートの代わりに HTTPS
ポートを参照するように、各項目を変更します。

IBM InfoSphere Information Server のセキュリティーの構成
InfoSphere Information Server は、システム操作を構成し、各種データ・タイプにア
クセスできるようにするツールを備えています。ユーザーがさまざまな機能やデー
タ・セットにアクセスするには、事前に、ユーザー・レジストリーの作成、そのレ
ジストリー内でのユーザーとグループの作成、およびセキュリティー・ロールの割
り当てを行って、セキュリティー・プロファイルを定義しておく必要があります。

このタスクについて
次のリストで、IBM InfoSphere Information Server のセキュリティーをセットアップ
するために実行するタスクの概要を示します。各タスクの手順の詳細は、「IBM
InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してください。
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手順
1. ユーザー・レジストリーを選択して、InfoSphere Information Server 用に構成し
ます。 ユーザー・レジストリーには、有効なユーザー名とパスワードが含まれ
ます。InfoSphere Information Server にログインするには、ユーザーは、ユーザ
ー・レジストリー内のユーザー名とパスワードを使用する必要があります。イン
ストール・プログラムは、内部ユーザー・レジストリーを使用するように、
InfoSphere Information Server を構成します。セキュリティーのセットアップの
一部として、ローカル・オペレーティング・システムのユーザー・レジストリー
や Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーなどの
外部ユーザー・レジストリーを使用するように、 InfoSphere Information Server
を構成できます。
2. ユーザー・レジストリーにユーザーとグループを作成します。 InfoSphere
Information Server が内部ユーザー・レジストリーを使用するように構成されて
いる場合には、 InfoSphere Information Server コンソールまたは InfoSphere
Information Server Web コンソールを使用して、ユーザーとグループを作成しま
す。 InfoSphere Information Server が外部ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに構成されている場合には、標準オペレーティング・システム・ユーティリテ
ィーまたはユーザー・レジストリー・ユーティリティーを使用します。
3. ユーザーとグループにセキュリティー・ロールを割り当てます。 セキュリティ
ー・ロールによって、それぞれのユーザーまたはグループがアクセスできるスイ
ート・コンポーネント、およびユーザーまたはグループがスイート・コンポーネ
ント内で備えるアクセス・レベルが決定されます。
4. InfoSphere Information Server エンジンのセキュリティーを構成します。
InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コ
ンポーネントとは別にユーザー認証を行います。ユーザー・レジストリー構成に
よっては、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーと、エンジン
がインストールされているコンピューターのローカル・オペレーティング・シス
テムのユーザー・レジストリーとの間で、証明情報をマップする必要がありま
す。
5. ユーザーへのプロジェクト・ロールの割り当てを行います。 インストールされ
たスイート・コンポーネントで必要であれば、プロジェクト・ロールを割り当て
ます。
6. オプション: 非 root 管理用に IBM WebSphere Application Server を構成しま
す。 デフォルトでは、WebSphere Application Server は、root として実行されま
す。ただし、非 root ユーザー ID を使用して実行することもできます。
WebSphere Application Server に適切なファイル・システム許可を構成および設
定して、非 root ユーザー ID として実行できます。
7. オプション: 非 root 管理用に InfoSphere Information Server エージェントを構成
します。 デフォルトでは、InfoSphere Information Server エージェント (ASB お
よびロギング・エージェントなど) は、 root として実行されます。ただし、非
root ユーザー ID を使用して実行することもできます。エージェントに適切なフ
ァイル・システム許可を構成および設定して、非 root ユーザー ID として実行
できます。
8. オプション: 監査サービスを構成します。 監査サービスは、セキュリティー関連
イベントの監査証跡を作成します。これらのイベントには、すべてのセキュリテ
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ィー関連の設定の変更およびユーザー・ログインとログアウトのオペレーション
が含まれます。監査要件に基づいて、ログに記録する監査イベント、および対象
とする情報量を構成できます。
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第 11 章 パラレル処理環境の構成
パラレル・エンジンを構成するには、いくつかのタスクを実行することが必要で
す。一部のタスクによって、パラレル・エンジンがスムーズに稼働していることを
確認します。パラレル・エンジンが良好に実行されるためには、ネットワーク、プ
ロセッサー、およびカーネル・パラメーター設定などのさまざまな設定のモニター
と調整が必要です。

エンジン処理を共有するコンピューターの追加
複数のコンピューターでパラレル・エンジンを実行する大量パラレル処理 (MPP) シ
ステムを構成するには、各コンピューターにパラレル・エンジン・コンポーネント
をコピーしてから、各コンピューターでパラレル・エンジンを構成します。
パラレル・ジョブを実行する各ユーザーは、パラレル・エンジン・コンポーネント
のコピー先となる各コンピューターに対して rsh または ssh アクセス権限を持って
いる必要があります。

コンピューターを MPP システムの計算ノードに構成
(Linux、UNIX)
Linux または UNIX コンピューターを、パラレル処理クラスターの中で計算ノード
として機能するように構成するには、次の手順に従います。

このタスクについて
パラレル処理の構成は、IBM InfoSphere Information Server エンジンを含むコンダク
ター・ノードと、パラレル・エンジンを含む計算ノードから成ります。

手順
1. パラレル・エンジン・コンポーネントを各計算ノードに対して使用可能にしま
す。
2. すべての計算ノードで、パスワードなしでリモート・シェル (rsh) またはセキュ
ア・シェル (ssh) を実行するように、パラレル・エンジンを構成します。
3. ユーザー特権を設定して、パラレル・ジョブを実行します。
4. ステップ 1 でプロジェクト・ディレクトリーをグローバルにクロス・マウント
しなかった場合は、変換処理ライブラリーを計算ノードに配布する方式をセット
アップします。

パラレル・エンジン・コンポーネントを計算ノードに対して使用可能
にする (Linux、UNIX)
MPP システムを構成するときには、パラレル・エンジン・コンポーネントを MPP
システムのすべてのコンピューターに対して使用可能にする必要があります。
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このタスクについて
次のどちらかの方法を使用して、MPP システムのすべての計算ノードからパラレ
ル・エンジンを使用できるようにします。
v パラレル・エンジン・ソフトウェアを含む単一システムの単一ディレクトリー
を、通常はネットワーク・ファイル・システム (NFS) を使用して、グローバルに
クロス・マウントできます。この構成は、パラレル・エンジン・コンポーネント
がすべての処理システム上にインストールされる場合よりも、ソフトウェアのア
ップグレードが簡単になります。NFS を使用してディレクトリーをグローバルに
マウントする場合は、ソフト・リンク・オプションを使用してマウントします。
v スクリプトを使用して、パラレル・ジョブの処理に指定するすべての処理システ
ム上の同じパス名のディレクトリーに、パラレル・エンジン・コンポーネントを
コピーできます。

手順
1. ディレクトリーをクロス・マウントします。マウントされたすべてのディレクト
リーが、すべてのノード上でルート・ディレクトリーからの正確に同じパスであ
ることを確実にします。
オプション

説明

NFS 以外のディスクの場合

IBM InfoSphere Information Server エンジン
をインストールしたコンピューター上で、パ
ラレル・エンジン・ディレクトリー (デフォ
ルトでは /opt/IBM/InformationServer/
Server/PXEngine) に移動します。

NFS ディスクの場合

1. IBM InfoSphere Information Server エンジ
ンをインストールしたコンピューター上
で、InfoSphere Information Server をイン
ストールしたディレクトリー (デフォルト
で /opt/IBM/InformationServer/Server)
にディレクトリーを変更します。
2. ディレクトリーを、InfoSphere Information
Server プロジェクト・ディレクトリー (デ
フォルトで /opt/IBM/InformatonServer/
Server/Projects) に変更します。

2. NFS 以外のディスクの場合、次のコマンドを入力してコピーします。
install_dir/install/copy-orchdist node1 node2 ... nodeN

node1 から nodeN には、新規ノード名をスペースで区切って指定します。
3. これらのノードを、これらのノードを使用するジョブの構成ファイルに追加しま
す。パラレル・エンジン構成ファイルの詳細は、「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。

セキュア・シェル (ssh) プログラムを使用するためのパラレル・エン
ジンの構成 (Linux、UNIX)
セキュア・シェル (ssh) プログラムは、ネットワーク上のコンピューター間で強力
な認証とセキュアな通信を実現します。
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始める前に
パラレル・エンジンが稼働するコンピューターのすべてに ssh サーバーがインスト
ールされていることを確認してください。

このタスクについて
パラレル・エンジンで動作するように ssh を構成すると、エンジンは、認証に RSA
公開鍵暗号を使用して、コンダクター・ノードからすべての計算ノードに接続しま
す。ssh をセットアップするには、パラレル・ジョブを実行する各ユーザーについ
て、次のタスクを行います。また、パラレル・ジョブを実行する前に、各コンピュ
ーターにログインする必要もあります。

手順
1. コンダクター・ノードで、次のコマンドを実行して公開および秘密の暗号鍵を作
成します。コマンドを実行したら、Enter キーを 2 回押します。
ssh-keygen -b 1024 -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa

鍵が ~/.ssh/id_rsa ディレクトリーに保存されます。
2. ユーザー・ホーム・ディレクトリーが自動的にマウントされない場合は、次のコ
マンドを実行して、公開鍵を他のコンピューターに送信します。 各計算ノード
の各ユーザーについて、scp を実行します。
cd ~/.ssh
scp id_rsa.pub user@secondary_computer:~/.ssh

3. 各計算ノードにログインし、許可された鍵のリストに公開鍵を追加します。 パ
ラレル・ジョブを実行する各ユーザーについて、この処理を繰り返します。
cd .ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys2
chmod 640 authorized_keys2
rm -f id_rsa.pub

許可された鍵を含むファイルは、ssh のバージョンによって、authorized_keys
または authorized_keys2 という名前である場合があります。
4. コンダクター・ノード上で、各ユーザーと計算ノードについて次のコマンドを実
行して、ssh 構成をテストします。
conductor_node_name% ssh computer_node_name ls

コマンドが成功すると、パスワードの入力なしでリモート・シェルにログインで
きます。
5. コンダクター・ノードで、/Server/PXEngine/etc/ ディレクトリーの中に remsh
ファイルを作成します。このファイルの中に、次の内容を指定します。
#!/bin/sh
exec /usr/bin/ssh "$@"

/Server/PXEngine/etc/ ディレクトリーは、エンジンをインストールしたディレ
クトリーにあります。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer/Server/PXEngine/ です。
6. ファイル実行許可を与えます。
chmod 755 remsh
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ユーザーがパスワードなしでリモート・シェル・プログラム (rsh) を
実行できるようにする (Linux, UNIX)
セキュア・シェル接続を使用しない場合は、代わりに rsh を各パラレル・エンジン
接続に使用するよう選択できます。ssh と同じように、接続は、パスワード・プロン
プトなしで確立できることが必要です。

このタスクについて
rsh 接続は、システムのタイプによって異なる方法で行うことができます。例え
ば、/etc/hosts.equiv ファイルを編集したり、ユーザーごとに .rhosts ファイル
を作成したりできます。いずれの場合も、/etc/hosts.equiv ファイルまたは
.rhosts ファイルに、各パラレル処理ノードのホスト名を、1 行に 1 つずつ指定し
て追加します。
このファイルに含めるホスト名は、パラレル構成ファイルのノード fastname パラ
メーターの設定と一致している必要があります。このファイルは、デフォルトで
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine ディレクトリーに置かれています。

手順
1. ユーザーがパスワードを使用せずに rsh を実行できるようにするには、次のいず
れかの方法を使用します。
v /etc/hosts.equiv ファイルを編集します。ファイルは root ユーザーが所有
し、root ユーザーに読み取りおよび書き込みアクセス権限を付与し、他のユー
ザーにアクセス権限を付与しないようにする必要があります (ファイル・モー
ド 600)。
v 各ユーザーの .rhosts ファイルを作成します。ファイルは、各パラレル・ユ
ーザーのホーム・ディレクトリーにあってユーザーが所有し、ユーザーに読み
取り/書き込みアクセス権限を付与する必要があり、他のユーザーにアクセス
権限を付与しないようにする (ファイル・モード 600) 必要があります。
2. それぞれのノードで、次のコマンドを使用して、ユーザーがパスワードなしで
rsh を使用できるかどうかを確認します。
rsh host_name uptime

host_name パラメーターに計算ノードの名前である host_name を指定します。
host_name がアクセス可能な場合、このコマンドを使用するとホストが稼働して
いた時間を示すメッセージが出力されます。
リモート・シェル (rsh) プログラムの場所の指定 (Linux、UNIX):
パラレル・エンジンは、リモート・シェルを設定するときに、特定のパスのセット
の中で、特定の順序でリモート・シェル (rsh) プログラムを検索します。rsh プログ
ラムがこれらのパスの中になければ、パスの場所を remsh ファイルの中に明示的に
指定する必要があります。
このタスクについて
パラレル・エンジンは、次の順序でパスを検索します。
v install_dir/etc/remsh。ここで、install_dir はエンジン層がインストールされた
場所の最上位のディレクトリーです。
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AIX

v

/usr/lpp/ssp/rcmd/bin/rsh

v /usr/ucb/rsh
v /usr/bin/remsh
v /bin/remsh
v /usr/bin/rsh
rsh プログラムがこれらのパスの中になければ、次の手順を使用して、エンジンが検
索する最初のパス install_dir/etc/remsh の中に、rsh へのパスを指定します。
手順
1. ファイル install_dir/etc/remsh.example を install_dir/etc/remsh にコピーする
か、名前を変更してください。
このファイルには、次のシェル・スクリプトが含まれ、/usr/bin/rsh を呼び出
します。
#!/bin/sh
exec /usr/bin/rsh "$@"

2. 使用している特定のリモート・シェル・コマンドを呼び出す場合は、シェル・ス
クリプトの最後の行を編集します。 例:
#!/bin/sh
exec /usr/local/remsh "$@"

3. すべてのユーザーがコマンドを実行できることを確認するには、chmod コマンド
を実行します。
chmod 755 install_dir/etc/remsh

4. 各処理ノードで rsh を実行して、シェル・スクリプトをテストします。
rsh node_name uptime

パラレル・ジョブ実行のためのユーザー特権の設定 (Linux、UNIX)
パラレル・ジョブを実行するすべてのユーザーは、すべての処理ノードで必要な特
権を持っていなければなりません。

手順
パラレル・ジョブを実行する各ユーザーが次の特権を持っていることを確認しま
す。
v ログイン権限
v 次のディレクトリーに対する、読み取り、書き込み、および変更アクセス権限
– /ishome/Server/Scratch
– /ishome/Server/Datasets
– /tmp
v プログラムおよびスクリプトのローカル・コピーでの実行権限
v プロジェクトの $APT_ORCHHOME 環境変数設定に指定されるか、ジョブのパラメー
ターの中でオーバーライドされるパスへの読み取り権限。インストールのデフォ
ルトは、/ishome/Server/PXEngine です。
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コンピューターを MPP の計算ノードに構成 (Windows)
Microsoft Windows コンピューターを、パラレル処理クラスターの中で計算ノードと
して機能するように構成するには、次の手順に従います。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを各計算ノードで
実行して、ノードにパラレル処理のコンポーネントをインストールします。
『パラレル・エンジン・コンポーネントの計算ノードへのインストール
(Windows)』を参照してください。
2. コンダクター・ノードと計算ノードでシステム環境変数を設定します。また、一
時ディレクトリーが C: ドライブに存在することも確認します。 385 ページの
『システム環境の変更 (Windows)』を参照してください。
3. 使用する計算ノードの共通ユーザー・アカウントを構成します。 386 ページの
『パラレル処理計算ノードのための共通ユーザー・アカウントの構成
(Windows)』を参照してください。
4.

hosts.equiv ファイルで許可を設定して、RSH を構成します。 IBM InfoSphere
DataStage は、パラレル処理クラスター内のさまざまな物理コンピューター間の
通信にリモート・シェル (RSH) を使用します。 387 ページの『リモート・シェ
ル (RSH) 許可の設定 (Windows)』を参照してください。

5. ユーザーが Windows ドメイン・ユーザーである場合、ドメイン・コンポーネン
トを含まない非ローカル・ユーザー名を処理するように、MKS Toolkit Rexecd
および Rshd デーモンを構成します。 388 ページの『MKS Rexecd および Rshd
デーモンの構成 (Windows)』を参照してください。
6. リモート Windows ホストでパラレル・ジョブを実行するには、コンダクター・
ノードでリモート・シェル・スクリプトを定義します。 389 ページの『パラレ
ル・エンジン (Windows) のリモート・シェル・スクリプトの構成』を参照して
ください。
7. 変換処理ライブラリーを計算ノードに配布する方式をセットアップします。
393 ページの『変換処理ライブラリーの計算ノードへの配布』を参照してくださ
い。
8. Microsoft Windows パラレル・エンジン構成で計算ノードをセットアップした
後、その構成をテストします。 構成のテストには、MKS Korn シェルまたは
IBM InfoSphere DataStage クライアントのどちらかを使用できます。 390 ペー
ジの『構成のテスト (Windows)』を参照してください。

パラレル・エンジン・コンポーネントの計算ノードへのインストール
(Windows)
Windows

Microsoft Windows ノードでパラレル処理構成をセットアップするときには、IBM
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行して、パラレル・エ
ンジン・コンポーネントをすべての Windows 計算ノードにインストールする必要
があります。インストール・プログラムは、パラレル・エンジン・コンポーネント
をインストールします。また、各ノードに、MKS ツールキットをインストールしま
す。
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始める前に
コンダクター・ノードへのエンジン層のインストールも含めて、InfoSphere
Information Server のインストールが完了していることが必要です。

手順
1. ノードである各コンピューター上で、InfoSphere Information Server インストー
ル・プログラムを実行します。
2. インストール・プログラム・ウィザードの「層の選択」ページで、「エンジン
層」のみを選択します。 計算ノードにその他の層をインストールする必要はあ
りません。
3. 各コンピューターにエンジン層をインストールした後、追加の各ノードのエント
リーをパラレル・エンジン構成ファイルに追加します。パラレル・エンジン構成
ファイルの詳細は、「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。
4. 使用している環境で計算ノードとなる各 Windows コンピューターについて、こ
の手順を繰り返します。

システム環境の変更 (Windows)
パラレル処理構成をセットアップするには、コンダクター・ノードと計算ノードで
システム環境変数を設定します。また、一時ディレクトリーが C: ドライブに存在
することも確認します。

始める前に
計算ノードとコンダクター・ノード・コンピューターの管理者特権が必要です。

このタスクについて
コンダクター・ノードと各計算ノードでこの手順を実行します。

手順
1. コンダクター・ノードと各計算ノードで、Microsoft Windows「コントロール パ
ネル」を使用して以下の環境変数を設定します。これらの環境変数をすべて大文
字で指定していることを確認してください。
表 73. コンダクター・ノードと計算ノードで設定する環境変数
環境変数

設定

APT_PM_NOWAITPID

1

APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP

1

APT_ORCHHOME

PXEngine ディレクトリーへの完全修飾パス。
この指定には、バックスラッシュの代わりに
スラッシュを使用します。例:
C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine

2. 計算ノードで、システム PATH 環境変数値を更新します。コンダクター・ノー
ドでこの値を更新する必要はありません。

第 11 章 パラレル処理環境の構成

385

a. PATH 値で、パラレル・エンジン・バイナリー (実行可能ファイルと DLL)
へのパスを追加します。MKS ツールキット参照の直前または直後に新規パス
を追加します。これらの指定には標準の Windows 表記 (バックスラッシュ)
を使用します。 例:
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt; ...

b. PATH 値内の MKS ツールキット・パスが DSEngine パスに先行しているこ
とを確認します。DSEngine パスが MKS ツールキット・パスに先行する場
合、DSEngine パスが MKS ツールキット・パスの後に続くように変数値を編
集します。 例:
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt;C:\IBM\InformationSe
rver\Server\DSEngine\bin ...

3. コンダクター・ノードと各計算ノードで、C: 以外のドライブ (例えば、D:) に
InfoSphere Information Server をインストールした場合、tmp ディレクトリーが
ドライブ C: ドライブに存在しない場合は、そのディレクトリーを C: ドライブ
に作成します。 例えば、C:\tmp です。

パラレル処理計算ノードのための共通ユーザー・アカウントの構成
(Windows)
以下のステップを実行して、Microsoft Windows パラレル処理環境の計算ノード用に
共通ユーザー・アカウントと特権を構成します。

始める前に
計算ノードの管理者特権が必要です。

このタスクについて
使用している環境で計算ノードとなる各 Windows コンピューターについて、この
手順を繰り返します。

手順
1. 使用する計算ノードの汎用ユーザー・アカウントを作成します。
a. コマンド・プロンプトで、新規ユーザー・アカウントを作成します。パラレ
ル処理構成に組み込まれるすべてのコンピューターは、このアカウント名と
パスワードを使用する必要があります。 例えば、次のコマンドは、dstage と
いう名前のユーザーを作成します。
NET USER dstage dspassword /ADD /COMMENT:"InfoSphere DataStage
multi-node clustered user account" /FULLNAME:"InfoSphere
DataStage User" /ACTIVE:YES /EXPIRES:NEVER /PASSWORDCHG:NO

dstage は、作成する新規ユーザーです。
dspassword は、新規ユーザーに割り当てられるパスワードです。
b. ログオフしてから、新規ユーザーとしてログインします。
c. HOME という名前のユーザー環境変数を編集します。エントリーに、
%HOMEPATH% などの他の環境変数が含まれている場合は、すべての内容を
HOMEPATH のリテラル値と置き換えます。 デフォルトの場所は、通常、
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C:¥Documents and Settings¥newusername です。ここで、newusername は、
新規ユーザー・アカウントの名前です。リモートで接続されている場合、
MKS は環境変数を解決できません。
d. 新規ユーザーをログオフしてから、管理者ユーザーとしてログインします。
2. 新規ユーザー・アカウントに、少なくとも以下のディレクトリーへの書き込み、
読み取り、および変更許可を付与します。ユーザーには、ジョブを実行するため
にこれらのアクセス権限が必要です。
v X:¥tmp
v X:¥Temp
v X:¥Windows¥Temp
v X:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Scratch
v X:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Datasets
X: は、ディレクトリーが置かれているドライブです。
個々のユーザーに各々の資格情報でジョブを実行することが許可される場合、共
通のユーザー・グループを作成し、各ユーザーをそのグループのメンバーにして
ください。次に、ディレクトリーへの書き込み、読み取り、および変更許可をグ
ループに付与します。

リモート・シェル (RSH) 許可の設定 (Windows)
IBM InfoSphere DataStage は、パラレル処理クラスター内のさまざまな物理コンピ
ューター間の通信にリモート・シェル (RSH) を使用します。RSH を構成するに
は、hosts.equiv ファイルで許可を設定します。

このタスクについて
hosts.equiv ファイルは、ローカル・ホストによって信頼できると見なされるリモ
ート・ホストとリモート・ユーザーを判別するために、リモート・シェル・デーモ
ン (rshd) によって使用されます。信頼できるユーザーは、パスワードの必要がな
く、ローカル・ホストに直接ログインした場合と同じようにローカル・ホストでコ
マンドを実行できます。

手順
1. コマンド・プロンプトで、ksh と入力します。
2. リモート・エンジンに接続します。
a. ksh シェルから、ssh コマンドを実行します。 ssh -l newusername
hostname
b. RSA 証明書のプロンプトが表示されたら、それを受け入れます。
c. 新規ユーザーのパスワードを入力します。
3. rsetup コマンドを実行して、rshd サービスが使用するための新規ユーザーとパ
スワードを、Windows Local Security Authority (LSA) データベースに追加しま
す。パスワードの入力を求められたら、同じパスワードを入力してください。
4. MKS ツールキットのインストール・ディレクトリーの /etc サブディレクトリ
ーまでナビゲートします。MKS ツールキットをデフォルトの場所にインストー
ルした場合、このディレクトリーは C:\Program Files\MKS Toolkit\etc です。
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5. hosts.equiv ファイルを開き、次の行を追加して共通ユーザーの許可を設定しま
す。このファイルが存在しない場合は、作成してください。
+ +

この指定は、共通ユーザーに可能な限り幅広く許可を設定します。
6. コマンド・プロンプトで、exit と入力して、ssh セッションを終了します。
7. リモート・ディレクトリーをリストして、構成をテストします。
rsh -l newusername hostname ls

RSH が正しく構成される場合、このコマンドは、パスワードを求めるプロンプ
トを出すことなく、共通ユーザーのホーム・ディレクトリーのリストを戻しま
す。

次のタスク
InfoSphere DataStage が正しく機能していることが分かっている場合は、
hosts.equiv ファイルを変更して許可をもっと安全にします。別の方法として、
hosts.equiv ファイルではなく、.rhosts ファイルを使用することができます。
.rhosts ファイルは、各ユーザーのホーム・アカウントでセットアップされなけれ
ばなりません。.rhosts ファイルの構文は、hosts.equiv ファイルと同じです。

MKS Rexecd および Rshd デーモンの構成 (Windows)
ユーザーが Microsoft Windows ドメイン・ユーザーである場合、ドメイン・コンポ
ーネントを含まない非ローカル・ユーザー名を処理するように、MKS Toolkit
Rexecd および Rshd デーモンを構成します。

このタスクについて
EXAMPLECO\dstage のようなユーザー (ここで、EXAMPLECO は Windows ドメイ
ンです) が、システムにログインし、完全修飾ドメイン・ネーム (例えば、rsh -l
dstage remotehost ls) を指定せずに RSH コマンドを実行しようとすると、RSH
は、ユーザー dstage のパスワードを取得しようとして失敗します。この問題は、
387 ページの『リモート・シェル (RSH) 許可の設定 (Windows)』で説明されている
ように、MKS rsetup ユーティリティーがリモート・ホストで実行された場合であ
っても発生します。
この状態を改善するために、「MKS ツールキットの構成 (Configure MKS
Toolkit)」制御パネルを使用して、ローカル・ユーザーが存在しない場合にドメイ
ン・ユーザーを使用するように MKS Rexecd および Rshd デーモンを構成します。

手順
1. Windows の「コントロール パネル」で、「MKS ツールキットの構成
(Configure MKS Toolkit)」制御パネルを開始します。
2. 「Rexecd/Rshd」をクリックします。
3. Rexecd セクションで、「ローカル・ユーザーが存在しない場合はドメイン・ユ
ーザーにフォールバックする (Fallback to a domain user if the local user does
not exist)」を選択します。
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4. Rshd セクションで、「ローカル・ユーザーが存在しない場合はドメイン・ユー
ザーにフォールバックする (Fallback to a domain user if the local user does
not exist)」を選択します。
5. 「サービスの管理」をクリックします。
6. 「サービス」リストで、「MKS RSHD サービス」をクリックし、「再開」をク
リックします。 Rshd デーモンが再開します。
7. 「サービス」リストで、「MKS REXECD サービス」をクリックし、「再開」
をクリックします。 Rexecd デーモンが再開します。
8. 「OK」をクリックします。

パラレル・エンジン (Windows) のリモート・シェル・スクリプトの
構成
リモート Microsoft Windows ホストでパラレル・ジョブを実行するには、コンダク
ター・ノードでリモート・シェル・スクリプトを定義します。

このタスクについて
remsh.example という名前のサンプル・スクリプトが、PXEngine\etc ディレクトリ
ーに提供されています。このスクリプト・ファイルをコピーして、構成に合わせて
変更してください。
また、remcp.example ファイルも変更します。remcp スクリプトは、どちらのリモ
ート・コピー・ユーティリティー (rcp または scp) が、IBM InfoSphere DataStage
distribute-component スクリプトで使用されるかを制御します。
distribute-component スクリプトも、PXEngine\etc ディレクトリーに置かれてい
ます。これが使用されるのは、コンパイルされた PX 変換を含むジョブ内のトラン
スフォーマー・ライブラリーが、計算ノードにコピーされなければならないときで
す。

手順
1. remsh.example スクリプト・ファイルをコピーして、名前を remsh に変更しま
す。このファイルを PXEngine\etc ディレクトリーに保存します。
2. スクリプト・ファイルを編集し、rsh で始まる行を見つけます。
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/remsh
rsh "$@"

3. この行を、次の例に示すように変更します。
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/remsh
$(ROOTDIR)/mksnt/rsh.exe "$@"

4. remcp.example スクリプト・ファイルをコピーして、名前を remcp に変更しま
す。このファイルを PXEngine\etc ディレクトリーに保管します。
5. スクリプト・ファイルを編集し、rcp で始まる行を見つけます。
#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/rercp
rcp "$@"

6. この行を、次のように変更します。
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#!/bin/sh
# Example $APT_ORCHHOME/etc/rercp
$(ROOTDIR)/mksnt/rcp.exe "$@"

7. 変更を保存します。 これで、マルチノード・クラスター SMP 環境で変換オペ
レーターを含んでいたパラレル・ジョブを実行するようにセットアップしまし
た。

次のタスク
コンパイル済み変換処理ライブラリーをクラスター内のすべての物理計算ノードに
配布するための方式をセットアップします。 393 ページの『変換処理ライブラリー
の計算ノードへの配布』を参照してください。

構成のテスト (Windows)
Microsoft Windows パラレル・エンジン構成で計算ノードをセットアップした後、そ
の構成をテストします。
構成のテストには、MKS Korn シェルまたは IBM InfoSphere DataStage クライアン
トのどちらかを使用できます。
MKS Korn シェルを使用したパラレル・エンジン・クラスターのテスト:
MKS Korn シェルを使用して Microsoft Windows パラレル・エンジン・クラスター
をテストするには、ユーザーの環境ファイルを作成し、単純なパラレル・ジョブを
実行します。
始める前に
コンパイル済み変換処理ライブラリーをクラスター内のすべての物理計算ノードに
配布するための方式をセットアップします。 393 ページの『変換処理ライブラリー
の計算ノードへの配布』を参照してください。
手順
1. 共通ユーザーとしてコンピューターにログインします。
2. そのユーザーの環境ファイルを作成します。
a. そのユーザーのホーム・ディレクトリーで環境ファイルを作成します。 例え
ば、dstage という名前のユーザーの場合は、C:\Documents and
Settings\dstage ディレクトリーにファイルを作成します。 ファイルに意味
のある名前を指定します。 例えば、この環境ファイルが 2 ノード構成を使
用するようにセットアップされていることを示す、2node.env という名前を
ファイルに指定します。
b. ファイルに次の行のような内容を組み込みます。
#!/bin/sh
export APT_ORCHHOME="C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine"
export APT_CONFIG_FILE="C:/IBM/InformationServer/Server/
Configurations/2node.apt"
export PATH="$APT_ORCHHOME/bin;$PATH"
export APT_PM_SHOWRSH=1
export APT_PM_NOWIATPID=1
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export APT_CONFIG_FILE= 行で、使用するパラレル・エンジン構成ファイル
を指定します。この例では、2node.apt という名前の構成ファイルが参照さ
れます。このファイルは、2 つの物理ノード、すなわちコンダクター・ノー
ドと 1 つの計算ノードを定義します。
3. 「開始」 > 「実行」をクリックします。ksh と入力して「OK」をクリックしま
す。
4. 環境ファイルを現行の環境コンテキストに供給します。
. ./2node.env

5. 単純なパラレル・ジョブで構成の設定を確認します。 例:
osh “generator -schema record(a:int32) | peek"

ジョブが成功すると、10 行の整数値が表示されます。
次のタスク
将来のテストのためにパラレル・ジョブ・コマンドを保存するには、テキスト
generator -schema record(a:int32) | peek を含む、拡張子 .osh を持つテキス
ト・ファイルを作成します。ジョブを再実行するには、osh -f コマンドを使用しま
す。例:
osh -f 2node.osh

ノード数が変わると、環境ファイルを追加できます。例えば、物理ノード数が 2 か
ら 3 に増える場合、次のファイルを作成します。
v 3node.env
v 3node.osh
v 3node.apt
次のコマンドを使用して、環境ファイルを供給し、テスト・ジョブを実行してくだ
さい。
. ./3node.env
osh -f 3node.osh

IBM InfoSphere DataStage Designer クライアントを使用したパラレル・エンジ
ン・クラスターのテスト (Windows):
InfoSphere DataStage Designer クライアントを使用して Microsoft Windows パラレ
ル・エンジン・クラスターをテストするには、単純なジョブを実行します。
始める前に
コンパイル済み変換処理ライブラリーをクラスター内のすべての物理計算ノードに
配布するための方式をセットアップします。 393 ページの『変換処理ライブラリー
の計算ノードへの配布』を参照してください。
手順
1. 共通ユーザーとしてコンピューターにログインします。
2. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer」をクリックします。
3. Designer クライアントにログインします。
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4. 既存のジョブを開きます。 または、ジョブを作成することもできます。
a. Row Generator ステージと Peek ステージをパレットからキャンバスにドラ
ッグします。
b. Row Generator ステージを右クリックして、Peek ステージに接続します。
c. Row Generator アイコンをダブルクリックし、「出力」リンク・タブを選択
します。
d. 列グリッドで、任意の名前 (例えば、col1) を持つ 1 つの列を定義し、SQL
データ・タイプ Integer を割り当てます。
e. ジョブを保存します。
5. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」をクリックします。
6. 「パラメーター」をクリックします。
7. 「環境変数値の追加」をクリックします。
8. 環境変数 APT_ORCHHOME をリストから選択します。この変数の値を、使用
する構成ファイルへのパスに変更します。 例:
C:/IBM/InformationServer/Server/Configurations/2node.apt

例に示されているように、必ずスラッシュを使用してください。
9. 「OK」をクリックします。
10. ジョブを保存し、コンパイルします。
11. 「ファイル」 > 「実行」をクリックして、ジョブを実行します。 ジョブが成
功すると、10 行の整数値が表示されます。

リモート・シェル許可の強化 (Windows)
パラレル・エンジン構成が正しく作動していることを確認した後、リモート・シェ
ル (RSH) 許可を強化します。

手順
コンダクター・ノード上の hosts.equiv ファイルを変更して、信頼できるマシンの
範囲を縮小します。または、各ユーザーのホーム・アカウント・ディレクトリーで
.rhosts ファイルをセットアップします。 このファイルで次の構文を使用します。
表 74. hosts.equiv および .rhosts の構文
構文

意味

+

すべてのリモート・コンピューターがローカ
ル・コンピューターによって信頼されます。

+ username

username は、ローカル・コンピューターによ
って信頼されます。正符号と username は、
ファイル内で空白によって区切られます。

+ +

すべてのリモート・コンピューター上のすべ
てのリモート・ユーザーがローカル・コンピ
ューターによって信頼されます。正符号は、
ファイル内で空白によって区切られます。

いかなる場合でも、リモート・ユーザーによって指定されるユーザー ID は、明示
か暗黙かにかかわらず、ローカル・コンピューター上の Windows LSA データベー
スに有効なアカウントと有効な項目が必要です。
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例えば、ユーザー dstage は、リモート・コンピューター exampleremote で次のコマ
ンドを発行するとします。
rsh -l dstage examplelocal ls

このコマンドは、次の両方の基準が真である場合、ローカル・マシン examplelocal
で dstage ユーザー・ホーム・アカウントの内容をリストします。
v コンピューター exampleremote が hosts.equiv ファイルで解決可能、すなわち、
hosts.equiv に 2 つの正符号 (+ +) が含まれている。
v ローカル・コンピューター examplelocal の Windows LSA データベースに、ロー
カル・ユーザー dstage の有効な項目が存在する。

変換処理ライブラリーの計算ノードへの配布
プロジェクト・ディレクトリーをグローバルにクロス・マウントできない場合 (例
えば、Microsoft Windows MPP 構成など)、コンパイル済み変換処理ライブラリーを
クラスター上のすべての実際の計算ノードに配布するための方式をセットアップす
る必要があります。

このタスクについて
プロジェクト・ディレクトリーがクラスター構成または MPP 構成内のすべてのサ
ーバー間で共有されない場合、変換処理ライブラリーの配布方式を、次のいずれか
から選択する必要があります。
表 75. 変換処理ライブラリーの配布方式
方式

構成

利点

欠点

変換処理ライブラリーを手
動で配布します。

オペレーティング・システ
ムのコマンドを使用して、
変換処理ライブラリーをす
べての計算ノードにコピー
します。

これは最も単純な方式で
す。

この方式は、時間がかか
り、間違いが起こりやすい
です。また、システム上で
ジョブが実行中でない場合
は、時間枠を必要としま
す。

変換処理ライブラリーを、
実行時に自動的にコピーし
ます。

APT_COPY_
TRANSFORM_OPERATOR
環境変数を True に設定し
ます。この環境変数は、ジ
ョブ・レベルまたはプロジ
ェクト・レベルで設定でき
ます。

この方式は、自動的で、手
操作による介入を必要とし
ません。

この方式は開始のオーバー
ヘッドを追加します。ま
た、単一インスタンス・ジ
ョブの場合にのみ、正しく
機能します。
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表 75. 変換処理ライブラリーの配布方式 (続き)
方式

構成

利点

欠点

変換処理ライブラリーを、
コンパイル時に自動的にコ
ピーします。

APT_DIST_
TRANSFORM_OPERATOR
環境変数を、クラスターに
組み込まれているすべての
サーバー名のリストに設定
します。この環境変数は、
ジョブ・レベルまたはプロ
ジェクト・レベルで設定で
きます。サーバー名のリス
トは、ジョブのコンパイル
に使用される構成ファイル
で参照される fastname のリ
ストとマージされます。構
成ファイルが指定されない
場合は、デフォルトの構成
ファイルが使用されます。

この方式もまた、自動的
で、手操作による介入を必
要としません。この方式は
開始のオーバーヘッドを追
加しません。この方式は、
単一インスタンス・ジョブ
および複数インスタンス・
ジョブの両方の場合で、正
しく機能します。この方式
では、コンパイル時に使用
される構成ファイルにかか
わらず、コンパイル済みの
変換処理ライブラリーが、
組み込まれているすべての
計算ノードに配布されま
す。

この方式では、コンダクタ
ー・ノードにコンパイラー
が存在することが必要で
す。実稼働環境では、この
要件を満たすのは困難であ
る場合があります。

注: コンパイル時に配布する方式を使用する場合、実行時配布を使用する必要はあ
りません。

C++ コンパイラーのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server エンジンをインストールするコンピューターに、
C++ コンパイラーが必要です。ジョブのコンパイル処理で C++ コンパイラーを使
用して、Transformer ステージ、buildop コンポーネント、およびいくつかの Lookup
ステージを持つパラレル・ジョブをコンパイルします。パラレル・キャンバスの変
換処理機能が正しく機能するために、このコンパイラーが必要です。パラレル・キ
ャンバスでは、コンパイラーと SDK がデフォルトの場所にインストールされてい
る必要があります。
コンパイラーによっては、開発者がデザイナー・クライアントのジョブをコンパイ
ルするときに、各開発者がライセンスを持っていなければならないものもありま
す。ジョブをコンパイルする同時処理の最大数によって、ライセンスの数が決まり
ます。
開発環境のそれぞれのエンジン層に、1 つだけコンパイラーをインストールしま
す。実稼働環境では、変換処理ライブラリーがコンパイル時に配布されるというパ
ラレル処理環境をセットアップした場合を除き、C++ コンパイラーは必要ありませ
ん。また、オペレーティング・システムによっては、追加の C++ ランタイム・ライ
ブラリーを必要とするものもあります。
サポートされている C++ コンパイラーのリストについては、ご使用のオペレーティ
ング・システムのシステム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833)
を参照してください。
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InfoSphere Information Server がインストールされている場合、コンパイラー設定は
事前設定されています。ただし、一部のコンパイラーでは、インストール後にその
設定を変更する必要のある場合があります。

IBM AIX 上でのコンパイラーのセットアップ
AIX

AIX システムの場合、パラレル・ジョブを作成して実行する前に、サポートされる
コンパイラーをインストールし、コンパイラーのパラメーターを設定します。

このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。コンパイラーの設定は、それを必要とする各プロジェクトごとに指定する
必要があります。

手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。
2. 管理者権限を持つアカウントを使用して、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーターにログインします。
3. 「プロジェクト」を選択します。
4. ウィンドウにリストされた各プロジェクトについて、変換が正常にコンパイルで
きるように、次のステップを実行してコンパイラーの設定を更新します。
a. プロジェクト名をクリックして、「プロパティー」をクリックします。
b. 「環境」をクリックします。
c. 「パラレル」 > 「コンパイラー」を選択します。
d. 「APT_COMPILEOPT」を選択します。「値」列で、値を「-c -O -q64」に
変更します。
e. 「APT_COMPILER」を選択します。「値」列で、値を
「/usr/vacpp/bin/xlC_r」に変更します。
f. 「APT_LINKER」を選択します。「値」列で、値を「/usr/vacpp/bin/
xlC_r」に変更します。
g. 「APT_LINKOPT」を選択します。「値」列で、値を「-G -q64」に変更しま
す。
h. 「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

HP Itanium 上のコンパイラーのセットアップ
HPUX
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HP Itanium システムの場合、パラレル・ジョブを作成して実行する前に、サポート
されるコンパイラーをインストールし、コンパイラーのパラメーターを設定しま
す。

このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。コンパイラーの設定は、それを必要とする各プロジェクトごとに指定する
必要があります。

手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。
2. 管理者権限を持つアカウントを使用して、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーターにログインします。
3. 「プロジェクト」を選択します。
4. ウィンドウにリストされた各プロジェクトについて、変換が正常にコンパイルで
きるように、次のステップを実行してコンパイラーの設定を更新します。
a. プロジェクト名をクリックして、「プロパティー」をクリックします。
b. 「環境」をクリックします。
c. 「パラレル」 > 「コンパイラー」を選択します。
d. 「APT_COMPILEOPT」を選択します。「値」列で、値を「+DD64 -O -c
-ext -z +Z -Aa」に変更します。
e. 「APT_COMPILER」を選択します。「値」列で、値を
「/opt/aCC/bin/aCC」に変更します。
f. 「APT_LINKER」を選択します。「値」列で、値を「/opt/aCC/bin/aCC」に
変更します。
g. 「APT_LINKOPT」を選択します。「値」列で、値を「+DD64 -b -Wl,+s
-Wl,+vnocompatwarnings」に変更します。
h. 「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

GCC コンパイラーのセットアップ (32 ビット Intel システム上
の Linux)
Linux

32 ビット Intel システム上の Linux の場合、パラレル・ジョブを作成して実行する
前に、GCC コンパイラーをインストールし、コンパイラーのパラメーターを設定し
ます。

始める前に
v このタスクを完了するには、管理者権限を持っている必要があります。
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このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。コンパイラーの設定は、それを必要とする各プロジェクトごとに指定する
必要があります。

手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。
2. 管理者権限を持つアカウントを使用して、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーターにログインします。
3. 「プロジェクト」を選択します。
4. ウィンドウにリストされた各プロジェクトについて、変換が正常にコンパイルで
きるように、次のステップを実行してコンパイラーの設定を更新します。
a. プロジェクト名をクリックして、「プロパティー」をクリックします。
b. 「環境」をクリックします。
c. 「パラレル」 > 「コンパイラー」を選択します。
d. 「APT_COMPILEOPT」を選択します。「値」列で、値を「-O -fPIC
-Wno-deprecated -c -m32」に変更します。
e. 「APT_COMPILER」を選択します。「値」列で、値を「g++」に変更しま
す。
f. 「APT_LINKER」を選択します。「値」列で、値を「g++」に変更します。
g. 「APT_LINKOPT」を選択します。「値」列で、値を「-shared -m32」に変
更します。
h. 「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

GCC コンパイラーのセットアップ (64 ビット Intel システム上
の Linux)
Linux

64 ビット Intel システム上の Linux の場合、パラレル・ジョブを作成して実行する
前に、GCC コンパイラーをインストールし、コンパイラーのパラメーターを設定し
ます。

このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。コンパイラーの設定は、それを必要とする各プロジェクトごとに指定する
必要があります。
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手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。
2. 管理者権限を持つアカウントを使用して、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーターにログインします。
3. 「プロジェクト」を選択します。
4. ウィンドウにリストされた各プロジェクトについて、変換が正常にコンパイルで
きるように、次のステップを実行してコンパイラーの設定を更新します。
a. プロジェクト名をクリックして、「プロパティー」をクリックします。
b. 「環境」をクリックします。
c. 「パラレル」 > 「コンパイラー」を選択します。
d. 「APT_COMPILEOPT」を選択します。「値」列で、値を「-O -fPIC
-Wno-deprecated -c -m64 -mtune=generic -mcmodel=small」に変更します。
e. 「APT_COMPILER」を選択します。「値」列で、値を「g++」に変更しま
す。
f. 「APT_LINKER」を選択します。「値」列で、値を「g++」に変更します。
g. 「APT_LINKOPT」を選択します。「値」列で、値を「-shared -m64」に変
更します。
h. 「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

GCC コンパイラーのセットアップ (64 ビット IBM System z 上
の Linux)
Linux

64 ビット IBM System z システム上の Linux の場合、パラレル・ジョブを作成し
て実行する前に、GCC コンパイラーをインストールし、コンパイラーのパラメータ
ーを設定します。

このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。コンパイラーの設定は、それを必要とする各プロジェクトごとに指定する
必要があります。

手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。
2. 管理者権限を持つアカウントを使用して、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーターにログインします。
3. 「プロジェクト」を選択します。
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4. ウィンドウにリストされた各プロジェクトについて、変換が正常にコンパイルで
きるように、次のステップを実行してコンパイラーの設定を更新します。
a. プロジェクト名をクリックして、「プロパティー」をクリックします。
b. 「環境」をクリックします。
c. 「パラレル」 > 「コンパイラー」を選択します。
d. 「APT_COMPILEOPT」を選択します。「値」列で、値を「-O -fPIC
-Wno-deprecated -c」に変更します。
e. 「APT_COMPILER」を選択します。「値」列で、値を「g++」に変更しま
す。
f. 「APT_LINKER」を選択します。「値」列で、値を「g++」に変更します。
g. 「APT_LINKOPT」を選択します。「値」列で、値を「-shared」に変更しま
す。
h. 「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

Microsoft Visual Studio .NET 2008 または Microsoft Visual
Studio .NET 2008 Express Edition C++ コンパイラーのセット
アップ
Windows

Microsoft Visual Studio .NET 2008 または Microsoft Visual Studio .NET 2008
Express® Edition C++ の場合、パラレル・ジョブを作成して実行する前に、環境変
数を設定します。

このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。

手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。 コンパイラーのインストールの詳細は、Microsoft の資料を参照
してください。
2. Microsoft Windows の中で、次のシステム環境変数を設定します。
表 76. Microsoft Visual Studio .NET 2008 または Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express
Edition C++ 用に設定する環境変数
環境変数

設定

LIB

SDK の 32 ビットのライブラリー・ディレクトリーの場所に設定しま
す。例えば、Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition C++
の場合、標準的な場所は、C:¥Program Files¥Microsoft
SDKs¥Windows¥v6.0A¥Lib です。
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表 76. Microsoft Visual Studio .NET 2008 または Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express
Edition C++ 用に設定する環境変数 (続き)
環境変数

設定

INCLUDE

SDK の 32 ビットのインクルード・ディレクトリーの場所に設定しま
す。例えば、Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition C++
の場合、標準的な場所は、C:¥Program Files¥Microsoft
SDKs¥Windows¥v6.0A¥Include です。

パスの中のバージョン番号 (上記の例では v6.0A) は、最新のアップデートに基
づいて変わる可能性があります。
注: LIB および INCLUDE 環境変数名は、大文字で指定する必要があります。
3. 環境変数の設定を有効にするために、コンピューターを再始動します。

Solaris 用コンパイラーのセットアップ
Solaris

Solaris システムの場合、パラレル・ジョブを作成して実行する前に、コンパイラー
をインストールし、コンパイラーのパラメーターを設定します。

始める前に
v このタスクを完了するには、管理者権限を持っている必要があります。

このタスクについて
ジョブがリコンパイルされる各エンジン層のコンピューターで、このタスクを実行
します。コンパイラーの設定は、それを必要とする各プロジェクトごとに指定する
必要があります。

手順
1. コンパイラーをインストールします。サポートされるコンパイラーについての情
報は、システム要件 (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833) を参照
してください。
2. 管理者権限を持つアカウントを使用して、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーターにログインします。
3. 「プロジェクト」を選択します。
4. ウィンドウにリストされた各プロジェクトについて、変換が正常にコンパイルで
きるように、次のステップを実行してコンパイラーの設定を更新します。
a. プロジェクト名をクリックして、「プロパティー」をクリックします。
b. 「環境」をクリックします。
c. 「パラレル」 > 「コンパイラー」を選択します。
d. 「APT_COMPILEOPT」を選択します。「値」列で、値を「-c -O
-xarch=v9 -library=iostream -KPIC」に変更します。
e. 「APT_COMPILER」を選択します。「値」列で、値を
「/opt/SUNWspro/bin/CC」に変更します。
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f. 「APT_LINKER」を選択します。「値」列で、値を「/opt/SUNWspro/bin/
CC」に変更します。
g. 「APT_LINKOPT」を選択します。「値」列で、値を「-xarch=v9
-library=iostream -G -KPIC」に変更します。
h. 「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックします。
5. 「閉じる」をクリックします。

パラレル・エンジンの環境変数を設定
パラレル・エンジンの円滑な動作を保証するために、環境変数を設定します。環境
変数は、アドミニストレーター・クライアントからプロジェクトごとに設定されま
す。

このタスクについて
Windows、および UNIX または Linux オペレーティング・システムの両方で、同じ
環境変数を設定します。環境変数は IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ア
ドミニストレーターを使用して設定できます。

手順
1. Administrator Clientにログインします。
2. 「プロジェクト」タブをクリックし、プロジェクトを選択します。
3. 「プロパティー」をクリックします。
4. 「全般」タブで、「環境」をクリックします。
5. 必要に応じて環境変数に値を設定してください。

パラレル・エンジンの環境変数
使用している環境が、それぞれの変数の個所に記載された条件に合っているかどう
かに応じて、リストされた環境変数を設定してください。
設定可能な環境変数の完全なリストについては、「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」で環境変数に関する章を参照して
ください。

ネットワーク設定
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING
システムがネットワークを通して複数の処理ノードに接続する場合、環境変
数 APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING を設定して、TCP/IP 通信のすべ
てのノードのパラレル・エンジン用に予約するメモリー量のバイト数を指定
します。デフォルト値は 2 MB です。
この設定値で TCP/IP スループットが非常に低くなってアイドル・プロセッ
サー時間が発生する場合は、パフォーマンスが改善されるまで、この設定値
を 2 倍ずつ増やしてください。ただし、システムがページングを行う場合
や、壊れたパイプまたは壊れた TCP 接続に関するメッセージが表示されて
ジョブが失敗する場合、おそらくその設定値は高すぎます。
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APT_RECVBUFSIZE
ジョブ内のステージのいずれかがノード間に多数の通信リンクを持っている
場合、この環境変数に、それぞれの接続に割り振られる TCP/IP バッファ
ー・スペースを指定します。値はバイトで指定します。
APT_SENDBUFSIZE 値と APT_RECVBUFSIZE 値は同じです。これらの環
境変数のいずれかを設定すると、他の環境変数が自動的に同じ値に設定され
ます。これらの環境変数は、APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING 環境変
数をオーバーライドします。APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING 環境変
数はステージの 1 つの区画で使用される TCP/IP バッファー・スペースの
総量を設定します。
APT_SENDBUFSIZE
ジョブ内のステージのいずれかがノード間に多数の通信リンクを持っている
場合、この環境変数に、それぞれの接続に割り振られる TCP/IP バッファ
ー・スペースを指定します。値はバイトで指定します。
APT_SENDBUFSIZE 値と APT_RECVBUFSIZE 値は同じです。これらの環
境変数のいずれかを設定すると、他の環境変数が自動的に同じ値に設定され
ます。これらの環境変数は、APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING 環境変
数をオーバーライドします。APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING 環境変
数はステージの 1 つの区画で使用される TCP/IP バッファー・スペースの
総量を設定します。

変換処理ライブラリー
NFS 以外の MPP システムで作業する場合、以下の環境変数を設定します。
v

APT_COPY_ TRANSFORM_OPERATOR 環境変数を true に設定します。この環
境変数はデフォルトで False に設定されています。IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage アドミニストレーター ユーザーは、実行時にすべてのリモート・ノ
ードにプロジェクト・ディレクトリー・パスを作成するための適切な特権を持っ
ている必要があります。

v APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP 環境変数を 1 に設定します。値「1」を指
定すると、リソース・トラッカーを開始することなくジョブを実行できます。こ
の環境変数は、「パラレル (Parallel)」ページの「アドミニストレーター・クライ
アント・プロジェクト (Administrator client Projects)」タブで設定できます。この
環境変数を設定するには、適切なレベルの管理者特権が必要です。

ジョブ・モニター
デフォルトでは、ジョブ・モニターは InfoSphere DataStage and QualityStage アドミ
ニストレーター ディレクターの時間ベースのモニタリングを使用します。「ジョ
ブ・モニター」ウィンドウは 5 秒ごとに更新されます。また、サイズに基づいたモ
ニタリングを指定することもできます。例えば、「ジョブ・モニター」ウィンドウ
を新しいエントリー数に基づいて更新できます。モニタリングを新しいエントリー
数に基づいて行うには、APT_MONITOR_SIZE 環境変数に値を設定します。
APT_MONITOR_TIME のデフォルト設定をオーバーライドすると、
APT_MONITOR_SIZE 環境変数の設定もオーバーライドされます。
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ジョブの詳細情報
実行中のジョブに関する詳細情報を作成するには、APT_DUMP_SCORE 値を True
に設定します。デフォルトでは、この環境変数は False に設定されています。

C++ コンパイラー
APT_COMPILER および APT_LINKER 環境変数は、サポートされるコンパイラー
のデフォルトの場所をポイントするようにインストール時に設定されます。コンパ
イラーをパラレル・エンジンとは別のコンピューターにインストールする場合、ア
ドミニストレーター・クライアントを使用して、すべてのプロジェクトのデフォル
ト環境変数を変更する必要があります。

一時ディレクトリー
デフォルトでは、パラレル・エンジンは、一時的なファイル保管に C:¥tmp ディレ
クトリーを使用します。このディレクトリーを使用しない場合は、環境変数
TMPDIR を使用してパス名を別のディレクトリーに割り当てます。

パラレル・エンジンの構成 (Linux、UNIX)
Linux および UNIX のパラレル・エンジンを構成するには、次のタスクを実行する
必要があります。

パラレル・ジョブの最大プロセス数の設定 (AIX)
各パラレル・エンジン・ノード上の maxuproc カーネル・パラメーターの設定値
は、そのノードのユーザー当たりのプロセスの最大数を制御します。chdev コマン
ドを使用して、適切な値を設定します。

このタスクについて
パラレル・ジョブを実行するユーザーは、各処理ノードで、少なくとも 1000 個の
プロセスを実行できることが必要です。大規模システムおよび対称型マルチプロセ
ッシング (SMP) サーバーは、1000 を超えるプロセスを必要とします。パラレル環
境において処理ノードとなる各コンピューター上で、次のステップを完了します。

手順
1. 次のコマンドを発行して、プロセス数の現在の設定を表示します。
/usr/sbin/lsattr -E -l sys0 | grep maxuproc

2. maxuproc パラメーターの値が 1000 未満の場合は、次のコマンドを入力して、
1000 に増やします。
/usr/sbin/chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

このコマンドは、root 権限を持つユーザーがノード上で発行する必要がありま
す。
3. AIX クラスターで、dsh コマンドを使用して、すべてのクラスター・ノードでユ
ーザー当たりのプロセスの最大数を 1000 に設定できます。
dsh -a chdev -l sys0 -a maxuproc=1000
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このコマンドは、root 権限で制御ワークステーションから実行する必要がありま
す。また、smit または smitty コマンドを使用して、この操作を行うこともで
きます。

パラレル・ジョブのユーザーごとのカーネル・パラメーターの設定
(AIX)
ユーザーごとにカーネル・パラメーターを設定することにより、パラレル・ジョブ
を実行するユーザーが確実に十分なリソースを確保できるようになります。chuser
コマンドを使用して、適切な値を設定します。

このタスクについて
次の表では、メモリー・リソースを制御するパラメーターについて説明し、各パラ
メーターの推奨値を示します。パラレル環境の各処理ノードの各ユーザーについ
て、次のステップを完了します。
表 77. ユーザーごとのカーネル・パラメーター値
パラメーター

説明

値

fsize

ユーザーが作成できる最大の
ファイル

2 GB - 512 バイト
(4,194,303 個の 512 バイト・
ブロック)

data

1 つのプログラムが保持でき
る、最大のデータ・セグメン
トまたはヒープ

128 MB (262,144 個の 512
バイト・ブロック) 以上。無
制限にするには、-1 を指定。

stack

1 つのプログラムが保持でき
る最大スタック

32 MB (65,536 個の 512 バ
イト・ブロック) 以上

rss

ユーザーのプロセスが使用で
きる物理メモリーの最大量

64 MB (131,072 個の 512 バ
イト・ブロック) 以上

手順
1. 次のコマンドを実行して、ユーザーのメモリー・サイズ・パラメーターの値を決
定します。
/usr/sbin/lsuser -f user_name

このコマンドは、fsize、data、stack、および rss を含めて、さまざまなパラメー
ターを表示します。例:
fsize=2097151 data=262144 stack=65536 rss=131072

これらの数は、512 バイトのブロック数を表します。
2. root ユーザーとしてログインします。
3. 表 77 の値で定義されているように、各ユーザーにパラメーターを設定します。
コマンドの形成は次のとおりです。
/usr/sbin/chuser param=value user_name

例:
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/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser

fsize=4194303 operator2
data=262144 operator2
stack=65536 operator2
rss=131072 operator2

4. AIX クラスターで、dsh コマンドを使用して、すべてのクラスター・ノードでカ
ーネル・パラメーターを設定できます。このコマンドは、制御ワークステーショ
ンから発行する必要があります。
dsh -a chuser param=value user_name

次のタスク
ユーザーごとのカーネル・パラメーターが変更されたユーザーは、変更を有効にす
るために、ログアウトしてから再度ログインする必要があります。

パラレル・ジョブのユーザーごとのカーネル・パラメーターの設定
(HP-UX)
パラレル・エンジン処理は、大量のメモリーを消費します。したがって、パラレ
ル・ジョブを実行するために十分なリソースが確実に確保されるように、セグメン
ト・サイズの上限を増やす必要が生じる場合もあります。

このタスクについて
手順
セグメント・サイズの上限を増やすには、次のようにします。
1. 次のコマンドを実行して、maxdsiz、maxssiz、および maxtsiz パラメーターの
現行値を確認します。
$ /usr/sbin/sysdef | grep parameter_name

sysdef によって返される値は、4 KB のページ数で、バイト値ではありませ
ん。
これらのパラメーターは、System Administration Manager (SAM) を使用する
か、ファイル /stand/build/system を変更することで設定できます。これらの
値を変更した後、カーネルを再作成する必要があります。SAM の Process New
Kernel コマンドを使用し、その後、コンピューターを再始動します。
2. 次の値に、データ・セグメントとテキスト・セグメントを含めて、セグメントの
最大サイズを指定します。
maxdsiz = 2039480320 (1945 MB)
maxssiz = 82837504 (79 MB)
maxtsiz = 1073741824 (1024 MB)

パラレル・エンジンのページング・スペースの設定
大量データを扱うパラレル・ジョブを処理する場合、最小のページング・スペース
設定を指定します。

パラレル・エンジンのページング・スペースの設定 (AIX)
大量データを扱うパラレル・ジョブを処理する場合、最小のページング・スペース
設定を指定します。
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始める前に
重要: システム・ページング・スペースをリセットするには、root ユーザーとして
ログインしているシステム管理者であることが必要です。

このタスクについて
パラレル・ジョブを実行するためのページング・スペースの最小量は、プロセッサ
ーが 20 台未満のコンピューターの場合プロセッサーあたり 500 MB で、プロセッ
サーが 20 台以上のコンピューターの場合プロセッサーあたり 1 GB です。パラレ
ル・ジョブのデザインと、一度に実行する計画のジョブの数が、ページング・スペ
ース要件に影響を及ぼします。多くの個別ステージを備えたジョブは、少ない数の
個別のステージを備えたジョブよりも多くのページング・スペースを必要としま
す。同時に複数のジョブを実行する場合は、より多くのページング・スペースが必
要です。
パラレル処理環境の各コンピューターで、この手順を完了します。

手順
1. 各ノードまたはワークステーションで lsps コマンドを実行して、ページング・
スペースの現在のサイズを表示します。
lsps -a

lsps コマンドを実行すると、この表の形式で情報が示されます。
表 78. lsps コマンドの結果
ページ・スペ 物理ボリュー
ース
ム
ボリューム

グループ・サ
イズ
使用率 (%)

アクティブ

自動

タイプ

paging01

hdisk1

pagevg

2000 MB

1

はい

はい

lv

paging00

hdisk2

rootvg

192 MB

5

はい

はい

lv

hd6

hdisk0

rootvg

64 MB

23

はい

はい

lv

「グループ・サイズ」列には、各ディスク・ドライブのページング・サイズが表
示されます。この場合、ノードの合計は、2000 MB + 192 MB + 64 MB =
2256 MB (約 2.2 GB) です。
2. ページング・スペースの設定についての追加の詳細は、AIX の資料を参照してく
ださい。

パラレル・エンジンのページング・スペースの設定 (Solaris)
大量データを扱うパラレル・ジョブを処理する場合、最小のページング・スペース
設定を指定します。

始める前に
重要: システム・ページング・スペースをリセットするには、root ユーザーとして
ログインしているシステム管理者であることが必要です。
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このタスクについて
パラレル・ジョブを実行するためのページング・スペースの最小量は、プロセッサ
ーが 20 台未満のコンピューターの場合プロセッサーあたり 500 MB で、プロセッ
サーが 20 台以上のコンピューターの場合プロセッサーあたり 1 GB です。パラレ
ル・ジョブのデザインと、一度に実行する計画のジョブの数が、ページング・スペ
ース要件に影響を及ぼします。多くの個別ステージを備えたジョブは、少ない数の
個別のステージを備えたジョブよりも多くのページング・スペースを必要としま
す。同時に複数のジョブを実行する場合は、より多くのページング・スペースが必
要です。
パラレル処理環境の各コンピューターで、この手順を完了します。

手順
1. root ユーザーとしてログインして各ノードで次のコマンドを実行し、現行のペー
ジング・サイズを判別します。
$ swap -l

コマンドにより、次の出力例のように、すべてのスワップ領域の状況が表示され
ます。
swapfile
/dev/dsk/c0t3d0s1
/dev/dsk/c0t2d0s1
/dev/dsk/c0t1d0s6

dev
32,25
32,17
32,14

swaplo
8
8
8

blocks
132040
580600
1348192

free
103440
553760
1316864

1 つのブロックは 512 バイトです。この例では、ページング・スペースの合計
は 2,060,832 ブロック、つまり、約 1 GB です。
2. 次のコマンドを使用し、必要に応じて各ノードのページング・スペースを増やし
ます。
swap -a

パラレル・エンジンのページング・スペースの設定 (HP-UX)
大量データを扱うパラレル・ジョブを処理する場合、最小のページング・スペース
設定を指定します。

始める前に
重要: システム・ページング・スペースをリセットするには、root ユーザーとして
ログインしているシステム管理者であることが必要です。

このタスクについて
パラレル・ジョブを実行するためのページング・スペースの最小量は、プロセッサ
ーが 20 台未満のコンピューターの場合プロセッサーあたり 500 MB で、プロセッ
サーが 20 台以上のコンピューターの場合プロセッサーあたり 1 GB です。パラレ
ル・ジョブのデザインと、一度に実行する計画のジョブの数が、ページング・スペ
ース要件に影響を及ぼします。多くの個別ステージを備えたジョブは、少ない数の
個別のステージを備えたジョブよりも多くのページング・スペースを必要としま
す。同時に複数のジョブを実行する場合は、より多くのページング・スペースが必
要です。
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パラレル処理環境の各コンピューターで、この手順を完了します。

手順
1. root ユーザーとしてログインして各ノードで次のコマンドを実行し、現行のペー
ジング・スペースを判別します。
# swapinfo

コマンドを実行すると、次の表の形式で情報が示されます。
表 79. swapinfo コマンドの結果の例
タイプ

使用可能
(KB)

使用中
(KB)

フリー
(KB)

使用率 (%) 開始/制限

dev

524288

0

524288

0 %

dev

524288

60808

463480

12 %

240012

240012

602088

95500

reserve
memory

697588

予約 (KB)

優先順位

名前

0

1

/dev/vg00/l
vol2

0

0

/dev/vg01/1
vol1

86 %

この例では、2 つのディスクのページング・スペースの合計は、約 1 GB で
す。
2. 必要に応じて各ノードのページング・スペースを変更するには、 System
Administration Manager (SAM) を使用するか、コマンド /etc/swapon -a を使用
します。

パラレル・エンジンのページング・スペースの設定 (Linux)
大量データを扱うパラレル・ジョブを処理する場合、最小のページング・スペース
設定を指定します。

始める前に
重要: システム・ページング・スペースをリセットするには、root ユーザーとして
ログインしているシステム管理者であることが必要です。

このタスクについて
パラレル・ジョブを実行するためのページング・スペースの最小量は、プロセッサ
ーが 20 台未満のコンピューターの場合プロセッサーあたり 500 MB で、プロセッ
サーが 20 台以上のコンピューターの場合プロセッサーあたり 1 GB です。パラレ
ル・ジョブのデザインと、一度に実行する計画のジョブの数が、ページング・スペ
ース要件に影響を及ぼします。多くの個別ステージを備えたジョブは、少ない数の
個別のステージを備えたジョブよりも多くのページング・スペースを必要としま
す。同時に複数のジョブを実行する場合は、より多くのページング・スペースが必
要です。
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手順
システムのページング・スペースの設定に関する情報は、Linux ディストリビュー
ションの資料を参照してください。パラレル処理環境の各コンピューターに、ペー
ジング・スペースを構成します。

/etc/magic ファイルの更新
/etc/magic ファイルを編集して、パラレル・エンジンのデータ・セット記述子ファ
イルを含めます。

このタスクについて
UNIX file コマンドを実行して、タイプ別に分類するファイルを調べます。このコ
マンドは、/etc/magic ファイルを読み取って、マジック 番号を持つファイルを識
別します。マジック 番号は、ファイル・タイプを示す定数です。
install_dir/etc/magic ファイルには、/etc/magic ファイルの内容に追加して、パ
ラレル・エンジンに固有の情報が含まれます。install_dir ディレクトリーはパラレ
ル・エンジン・インストールの最上位ディレクトリーです。デフォルト・パス
は、/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/ です。

手順
1. root ユーザーとしてログインします。
2. /etc/magic ファイルをバックアップします。
cp /etc/magic /etc/magic.bak

3. /etc/magic ファイルを編集し、install_dir/etc/magic の内容を /etc/magic ファ
イルに追加します。例: 0 string Torrent IBM Information Server parallel
engine dataset descriptor
4. /etc/magic ファイルを保存します。
5. データ・セット記述子ファイルに対して file コマンドを実行して、/etc/magic フ
ァイルが正しく更新されたかどうかをテストします。
file file_name

ここで、file_name はデータ・セット記述子ファイルの名前です。 例えば、file
t1.ds と入力すると、コマンドは次を返します。
t1.ds: IBM Information Server parallel engine dataset descriptor

パラレル・エンジンの構成 (Windows Server)
Windows レジストリーを編集し、使用可能メモリーを制御するシステム設定を変更
することで、Microsoft Windows Server、32 ビット・エディションのパラレル・エ
ンジンを構成できます。Windows レジストリーには、デスクトップ・ヒープ・サイ
ズ、スワップ領域サイズ、使用可能な TCP 接続数、およびメモリー管理を制御す
るキーが含まれます。
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手順
MicrosoftWindows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、以下のステ
ップを実行します。
1. ページ化プール・サイズの自動チューニングを使用可能にします。 自動チュー
ニングを使用可能にすることによって、確実に、ページ化プールに十分なメモリ
ーが使用可能になります。『Windows レジストリーの構成: ページ化プール・サ
イズの自動チューニングの使用可能化』を参照してください。
2. システム・ページ・サイズの自動チューニングを使用可能にします。 自動チュ
ーニングを使用可能にすることによって、確実に、ページ・テーブルとページ・
テーブル・エントリーに十分なメモリーが使用可能になります。 411 ページの
『Windows レジストリーの構成: システム・ページ・サイズの自動チューニング
の使用可能化』を参照してください。
3. メモリーをデコミットするためのしきい値を設定します。 1 GB 以上の RAM
を備えたコンピューターの場合、しきい値を推奨値に設定すると、メモリー管理
が改善されます。 412 ページの『Windows レジストリーの構成: メモリーをデコ
ミットするためのしきい値の設定』を参照してください。
4. 非対話式デスクトップ・ヒープのサイズを増やして、確実に十分な数のプロセス
を作成でき、正しく実行されるようにします。 413 ページの『Windows レジス
トリーの構成: 非対話式デスクトップ・ヒープ・サイズを大きくする』を参照し
てください。
5. 確実に必要な数のパラレル・プロセスが同時に実行できるように、Windows レ
ジストリーの中の TCP/IP の設定を指定します。 414 ページの『Windows レジ
ストリーの構成: TCP/IP 設定の指定』を参照してください。
6. スワップ領域のサイズを変更して、パフォーマンスを向上させます。 415 ペー
ジの『Windows の構成: スワップ領域サイズの変更』を参照してください。
7. boot.ini ファイルを編集して、/3GB スイッチを削除して、必要に応じて /PAE
スイッチを追加します。 416 ページの『Windows の構成: boot.ini ファイルの編
集』を参照してください。

Windows レジストリーの構成: ページ化プール・サイズの自動チ
ューニングの使用可能化
Microsoft Windows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、ページ化プ
ール・サイズの自動チューニングを使用可能にします。自動チューニングを使用可
能にすることによって、確実に、ページ化プールに十分なメモリーが使用可能にな
ります。

始める前に
1. Windows Server に Administrator としてログインします。
2. レジストリー・エディターを開始して、Windows レジストリーのバックアップ
を取ります。いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成する
など)、すべて変更する前に、1 つのバックアップを作成します。
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このタスクについて
Windows Server カーネルは、メモリーをプールに割り振ります。これらのプールは
ページ化プールおよび非ページ化プールとして知られています。これらのプールの
メモリーが使い果たされると、性能低下とサーバーの不安定を引き起こす可能性が
あります。この状態を回避するために、
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥Memory
Management レジストリー・サブキーの中の PagedPoolSize レジストリー値を編集
して、サーバーの始動時の自動チューニングを可能にすることができます。

手順
1. レジストリー・エディターの中で、次のレジストリー・サブキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥
Memory Management

2. レジストリー・エディターの右のペインで、「PagedPoolSize」を右クリック
し、「変更」をクリックします。
3. 「基本」領域で、「16 進」を選択します。
4. 「値データ」フィールドに、0 (ゼロ) を指定します。 既に 0 が指定されている
場合、自動チューニングが使用可能で、この値を変更する必要はありません。0
以外の値を指定する必要がある場合、SystemPages の値データは 0 でなければ
なりません。
5. 「OK」をクリックします。

次のタスク
Windows レジストリーを変更したあと、Windows を再始動して変更を適用します。
いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成するなど)、すべて変
更したあとで、Windows を再始動します。

Windows レジストリーの構成: システム・ページ・サイズの自動
チューニングの使用可能化
Microsoft Windows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、システム・
ページ・サイズの自動チューニングを使用可能にします。自動チューニングを使用
可能にすることによって、確実に、ページ・テーブルとページ・テーブル・エント
リーに十分なメモリーが使用可能になります。

始める前に
1. Windows Server に Administrator としてログインします。
2. レジストリー・エディターを開始して、Windows レジストリーのバックアップ
を取ります。いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成する
など)、すべて変更する前に、1 つのバックアップを作成します。

このタスクについて
仮想アドレスから物理アドレスへの変換をサポートするために、Windows オペレー
ティング・システムはページ・テーブルとページ・テーブル・エントリー
(PTE、page table entries) を使用します。これらのテーブルは、カーネル・メモリー
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に存在します。ページ・テーブルに十分なメモリーが割り振られないと、Windows
は、プロセス、スレッド、および入出力バッファーの作成に失敗することがありま
す。パラレル・エンジンはジョブの実行のために多数のプロセスを作成するため、
Windows にプロセスを作成するための十分なリソースがなければ、ジョブは、始動
時または実行中に失敗します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥Memory
Management レジストリー・サブキーの中の SystemPages レジストリー値を編集し
て、サーバーの始動時の自動チューニングを可能にすることができます。

手順
1. レジストリー・エディターの中で、次のレジストリー・サブキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥
Memory Management

2. レジストリー・エディターの右のペインで、「システム・ページ」を右クリック
し、「変更」をクリックします。
3. 「基本」領域で、「16 進」を選択します。
4. 「値データ」フィールドに、0 (ゼロ) を指定します。 通常、この値に 0 を指定
すると、十分なメモリーが与えられます。しかし、使用可能な PTE が使い果た
される場合は、最大値の 0XFFFFFFFF を指定できます。0 以外の値を指定する必
要がある場合、PagedPoolSize の値データは 0 でなければなりません。
5. 「OK」をクリックします。

次のタスク
Windows レジストリーを変更したあと、Windows を再始動して変更を適用します。
いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成するなど)、すべて変
更したあとで、Windows を再始動します。

Windows レジストリーの構成: メモリーをデコミットするための
しきい値の設定
Microsoft Windows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、メモリーを
デコミットするためのしきい値を設定します。1 GB 以上の RAM を備えたコンピ
ューターの場合、しきい値を推奨値に設定すると、メモリー管理が改善されます。

始める前に
1. Windows Server に Administrator としてログインします。
2. レジストリー・エディターを開始して、Windows レジストリーのバックアップ
を取ります。いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成する
など)、すべて変更する前に、1 つのバックアップを作成します。

このタスクについて
Windows が特定アドレスのメモリーを解放するとき、そのメモリーはコミットのま
まであることもできれば、デコミットにして、予約済みのマークを付けることもで
きます。HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager
レジストリー・サブキーの中の HeapDeCommitFreeBlockThreshold レジストリー値
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を編集して、1 GB 以上の RAM を備えたコンピューター上のメモリー管理を改善
できます。このレジストリー値は、その上のメモリーのブロックがデコミットのメ
モリー (解放されたアドレスの付近) の連続バイト数を指定します。

手順
1. レジストリー・エディターの中で、次のレジストリー・サブキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager
2. HeapDeCommitFreeBlockThreshold レジストリー値の値データを指定します。
a. レジストリー値が存在しなければ、「編集」 > 「新規」 > 「DWORD 値」
をクリックし、レジストリー値の名前を入力します。
b. レジストリー・エディターの右のペインで、レジストリー値を右クリック
し、「変更」をクリックします。
c. 「基本」領域で、「16 進」を選択します。
d. 「値データ」フィールドに、「0x00040000」を指定します。
e. 「OK」をクリックします。

次のタスク
Windows レジストリーを変更したあと、Windows を再始動して変更を適用します。
いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成するなど)、すべて変
更したあとで、Windows を再始動します。

Windows レジストリーの構成: 非対話式デスクトップ・ヒープ・
サイズを大きくする
Microsoft Windows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、非対話式デ
スクトップ・ヒープのサイズを増やして、確実に十分な数のプロセスを作成でき、
正しく実行されるようにします。

始める前に
1. Windows Server に Administrator としてログインします。
2. レジストリー・エディターを開始して、Windows レジストリーのバックアップ
を取ります。いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成する
など)、すべて変更する前に、1 つのバックアップを作成します。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage プロセスは、特定のデスクトップ・ヒープに作成されま
す。各プロセスは、デスクトップ・ヒープから少量のメモリーを消費します。同時
に多数の InfoSphere DataStage ジョブが実行されるようであれば、非対話式デスク
トップ・ヒープのサイズを増やして、さらにプロセスを作成できるようにして、正
しく実行されるようにします。
非対話式デスクトップ・ヒープのサイズは、
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session
Manager¥SubSystems レジストリー・サブキーの中の SharedSection パラメータ

第 11 章 パラレル処理環境の構成

413

ー・ストリングを編集して増やします。SharedSection パラメーター・ストリング
は Windows レジストリー値の中にあり、次の形式を使用してヒープ・サイズを指定
します。
SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz

ここで、
v xxxx は、システム全体のヒープの最大サイズ (キロバイト) を指定します。
v yyyy は、各デスクトップ・ヒープのサイズを指定します。
v zzzz は、非対話式 Windows インスタンスに関連付けられたデスクトップ・ヒー
プのサイズを指定します。

手順
1. レジストリー・エディターの中で、次のレジストリー・サブキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥SubSystems

2. レジストリー・エディターの右のペインで、Windows レジストリー値を右クリ
ックし、「変更」をクリックします。
3. 「値データ」フィールドで、SharedSection パラメーター・ストリングを見つけ
て、最後の SharedSection パラメーターを 512 から 2048 に変更します。 例
えば、このパラメーターに次の値を指定します。
SharedSection=1024,3072,2048

デスクトップ・ヒープのサイズを 2048 に変更できなければ、値を 1024 に設定
してみてください。例えば、このパラメーターに次の値を指定します。
SharedSection=1024,3072,1024

4. 「OK」をクリックします。

次のタスク
Windows レジストリーを変更したあと、Windows を再始動して変更を適用します。
いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成するなど)、すべて変
更したあとで、Windows を再始動します。

Windows レジストリーの構成: TCP/IP 設定の指定
Microsoft Windows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、確実に必要
な数のパラレル・プロセスが同時に実行できるように、Windows レジストリーの中
の TCP/IP の設定を指定します。

始める前に
1. Windows Server に Administrator としてログインします。
2. レジストリー・エディターを開始して、Windows レジストリーのバックアップ
を取ります。いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成する
など)、すべて変更する前に、1 つのバックアップを作成します。
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このタスクについて
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Tcpip¥Parameters レジ
ストリー・サブキーの中の次のレジストリー値を編集して、TCP/IP 設定を指定しま
す。
MaxUserPort
一時 TCP ポートの最大ポート番号を指定します。
TcpNumConnections
TCP が同時にオープンしていることができる接続の最大数を指定します。
この値は同時に実行される osh.exe プロセスの数に著しく影響を及ぼしま
す。 TcpNumConnections の値が小さすぎると、Windows は、パラレル・ジ
ョブのステージに TCP ポートを割り当てることができず、パラレル・ジョ
ブは実行できません。
これらのキーは、デフォルトではレジストリーに追加されません。

手順
1. レジストリー・エディターの中で、次のレジストリー・サブキーを選択します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Tcpip¥Parameters

2. MaxUserPort と TcpNumConnections のレジストリー値を指定します。
a. レジストリー値が存在しなければ、「編集」 > 「新規」 > 「DWORD 値」
をクリックし、レジストリー値の名前を入力します。
b. レジストリー・エディターの右のペインで、レジストリー値を右クリック
し、「変更」をクリックします。
c. 「基本」領域で、「16 進」を選択します。
d. 「値データ」フィールドに、次の値を指定します。
レジストリー値の名前

値データ

有効範囲

MaxUserPort

65534

5000 - 65534 (10 進数)

TcpNumConnections

65534

0 - 0xfffffe (10 進数で表す
と、65534)

e. 「OK」をクリックします。

次のタスク
Windows レジストリーを変更したあと、Windows を再始動して変更を適用します。
いくつか変更する場合は (例えば、パラレル・エンジンを構成するなど)、すべて変
更したあとで、Windows を再始動します。

Windows の構成: スワップ領域サイズの変更
Microsoft Windows Server の Standard Edition または Enterprise Edition が稼働する
コンピューターにパラレル・エンジンがインストールされている場合、パフォーマ
ンスを向上させるためにスワップ領域のサイズを変更します。

始める前に
Windows Server に Administrator としてログインします。
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手順
1. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「システム」をクリックします。
2. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「パフォーマンス」領域で、「設定」をクリックします。
4. 「パフォーマンス オプション」ウィンドウで、「詳細設定」タブを選択しま
す。
5. 「仮想メモリ」領域で、「変更」をクリックします。
6. 「仮想メモリ」ウィンドウで、「最大サイズ」の値を指定します。この値には、
物理メモリーの 1 から 1.5 倍の値を設定します。
7. 「設定」をクリックします。
8. 「OK」を 3 回クリックして、「コントロール パネル」ウィンドウを閉じま
す。

次のタスク
スワップ領域のサイズを変更したあと、Windows を再始動して変更を適用します。

Windows の構成: boot.ini ファイルの編集
パラレル・エンジンが、Microsoft Windows Server の Standard または Enterprise エ
ディションを実行しているコンピューター上にインストールされている場合には、
boot.ini ファイルを編集して、/3GB スイッチを削除して、必要に応じて /PAE ス
イッチを追加します。

始める前に
boot.ini ファイルに変更を加える前に、そのファイルのコピーを保存します。

このタスクについて
デフォルトでは、Windows は、カーネル用に 2 GB のメモリーを、ユーザー・モー
ド・プログラム用に 2 GB のメモリーを予約します。 /3GB スイッチを boot.ini
ファイルに指定すると、ユーザー・モード・プログラム用に 3 GB のメモリーが予
約され、カーネル・メモリーの容量は 1 GB 減ります。この設定により、カーネル
のメモリー容量が不十分になります。この問題を解決するには、/3GB スイッチが存
在する場合には、そのスイッチを boot.ini ファイルから削除します。
また、4 GB を超える物理メモリーがインストールされているサーバーでは、 /PAE
スイッチを boot.ini ファイルに指定します。 /PAE スイッチは、32 ビット・プロ
セッサーが 4 GB 限界を超えるメモリーにアクセスできるようにする物理アドレス
拡張を指定します。

手順
1. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「システム」をクリックします。
2. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「起動と回復」領域で、「設定」をクリックします。
4. 「編集」をクリックして、boot.ini ファイルを編集します。
5. /3GB スイッチが存在する場合には、そのスイッチを削除します。
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6. 4 GB を超える物理メモリーがインストールされているサーバーでは、 /PAE ス
イッチを boot.ini ファイルに追加します。
7. boot.ini ファイルを保存して閉じます。
8. 「OK」を 2 回クリックしてから、「コントロール パネル」ウィンドウを閉じ
ます。

次のタスク
Windows を再始動して、変更内容を適用します。

パラレル環境でのデータベース接続の構成
次のトピックでは、パラレル・ジョブから種々のデータベースに接続するために実
行するステップについて説明します。

DB2 データベースへのアクセスの構成
IBM InfoSphere DataStage を、IBM DB2 サーバーとして機能しているすべての処理
ノードで動作するように構成します。

手順
InfoSphere DataStage が IBM DB2 サーバーにアクセスするように構成するには、
構成ファイルに、それぞれの IBM DB2 サーバー・ノードのノード定義を含めま
す。 また、次のステップも完了してください。

IBM DB2 構成スクリプトの実行
IBM DB2 構成スクリプトを使用して、IBM DB2 データベースへのアクセスを構成
します。

手順
Linux または UNIX コマンド・ラインから、ユーザーがアクセスすることになる各
IBM DB2 データベースに対して、1 回だけ $APT_ORCHHOME/bin/db2setup.sh ス
クリプトを実行します。データベース名を引数として渡します。
例えば、次のコマンドは、db2setup.sh を呼び出して、データベース db2db へのアク
セスを構成します。
db2setup.sh db2db

IBM DB2 Enterprise ステージ・ジョブを実行するためのユーザー特
権の付与
IBM DB2 Enterprise ステージを含むジョブを実行する各ユーザーに、特権を与える
必要があります。

始める前に
このタスクを完了するには、DBADM 特権を持っている必要があります。
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手順
$APT_ORCHHOME/bin/db2grant.sh スクリプトを各ユーザーに対して 1 回ずつ実行
します。次の構文を使用します。
db2grant.sh database_name user_name

IBM DB2 Enterprise ステージからのリモート IBM DB2 Server へ
のアクセス
IBM DB2 クライアントを使用して、IBM DB2 Enterprise ステージからリモート
IBM DB2 Server に接続できます。

このタスクについて
詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 接続ガイド: IBM DB2 デ
ータベース編」でリモート接続について参照してください。

DB2 システムの構成
DB2 サーバーは、多くの方法で構成できます。DB2 管理者は、一般に次の手順に従
って、IBM DB2 と IBM InfoSphere DataStage との通信を構成します。

手順
1. IBM DB2 をインストールし、これが正しく機能していることを確認します。
注: touch ユーティリティーが /usr/bin ディレクトリーに存在することを確認
するか、 touch コマンドへのシンボリック・リンクを作成します。
2. DB2 システム・テーブル syscat.nodegroupdef、syscat.tablespaces、および
syscat.tables で、InfoSphere DataStage ユーザーに SELECT 特権を付与します。
3. ファイル db2nodes.cfg を、InfoSphere DataStage 管理ユーザーが読み取れるよう
にします。
4. InfoSphere DataStage は、各ジョブに対して多くのプロセスを実行します。 これ
により、システム管理者は、DB2 リソース、構成パラメーター、およびマネー
ジャー構成パラメーターを変更することが必要になることがあります。詳細は、
DB2 インフォメーション・センターを参照してください。
5. DB2 Enterprise ステージでは、ロード・モードでそのステージを呼び出している
ユーザーは、ステージで書き込まれた DB2 データベースの DBADM 特権を持
っていることが必要です。この特権を付与するには、DB2 システムを始動し、
DB2 コマンド・プロンプトから次のコマンドを入力して、データベースに接続
し、特権を付与します。
CONNECT TO database_name
GRANT DBADM ON DATABASE TO USER user_name

DB2 ユーザーの構成
IBM InfoSphere DataStage にアクセスするために、パラレル・ジョブはオペレーテ
ィング・システム・ユーザー ID を使用して IBM DB2 サーバーに接続します。し
たがって、DB2 読み取りオペレーターを呼び出すユーザー ID は、アクセスする表
の SELECT 特権を持っている必要があり、DB2 書き込みオペレーターを呼び出す
ユーザー ID は、アクセスする表の INSERT 特権を持っている必要があります。
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このタスクについて
次の手順により、DB2 データベースにアクセスするように InfoSphere DataStage ユ
ーザーを構成します。システム管理者または InfoSphere DataStage ユーザーがこの
タスクを実行できます。

手順
1. DB2INSTANCE 環境変数を DB2 インスタンスのオーナーのユーザー名に設定し
ます。 DB2INSTANCE により、db2nodes.cfg ファイルの場所が次のように決
定されます。
~owner_user_name/sqllib/db2nodes.cfg

db2nodes.cfg ファイルには、DB2 ノード番号をホスト名に変換するのに使用さ
れる情報が含まれています。このファイル内の情報は、InfoSphere DataStage パ
ラレル構成ファイル内に指定されたホスト名と一致している必要があります。
例えば、DB2INSTANCE を Janet に設定すると、db2nodes.cfg ファイルは次の
場所になります。
~Janet/sqllib/db2nodes.cfg

2. DB2DBDFT 環境変数を、接続する DB2 データベースの名前に設定します。
3. db2profile ファイルを供給し、LIBPATH 環境変数を更新して、DB2 のインス
タンスが含まれる DB2 ライブラリーの場所を含めます。 次の例では、DB2 イ
ンスタンスのオーナーは、Mary というユーザーで、db2profile の場所は
~Mary/sqllib/db2profile です。また、DB2 ライブラリーの場所は、
~Mary/sqllib/lib です。
Korn または Bourne シェルの場合、次のステートメントを .profile または
.kshrc ファイルに含めます。
. ~Mary/sqllib/db2profile
export LIBPATH=~Mary/sqllib/lib:${LIBPATH:-/usr/lib}

C シェルの場合、次の行を .cshrc ファイルに含めます。
source ~Mary/sqllib/db2profile
if (! $?LIBPATH) setenv LIBPATH /usr/lib
setenv LIBPATH ~Mary/sqllib/lib:$LIBPATH

Oracle データベースへのアクセス権限の設定
Oracle データベースへのアクセスの構成には、ユーザーに適切なアクセス・レベル
を付与することが含まれます。

Oracle 並列サーバーへのアクセス権限の付与
Oracle 並列サーバー (OPS、Oracle parallel server) にアクセスするには、ユーザー
は、sys.gv_$instance 表および sys.v_$cache 表に対する SELECT アクセス権限を持
っている必要があります。

手順
1. 次の SQL ステートメントを実行します。
GRANT select ON sys.gv_$instance TO public;
GRANT select ON sys.v_$cache TO public;
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2. Oracle 並列サーバーがインストールされていなければ、APT_ORACLE_NO_OPS
環境変数を設定して Oracle Enterprise ステージの OPS チェックを無効にしま
す。

Oracle Enterprise ステージ・ジョブを実行するためのユーザー特権
の付与
Oracle Enterprise ステージを含むジョブを実行する各ユーザーに、特権を与える必要
があります。

手順
1. ユーザー定義の環境変数 ORACLE_HOME を作成し、これに $ORACLE_HOME
パス、例えば /disk3/oracle10 を設定します。
2. ユーザー定義の環境変数 ORACLE_SID を作成し、これに適切なサービス名、例
えば ODBCSOL を設定します。
3. ORACLE_HOME/bin を PATH に追加し、ORACLE_HOME/lib をオペレーティング・
システムのライブラリー・パス (LIBPATH、LD_LIBRARY_PATH、または
SHLIB_PATH) に追加します。
4. 有効な Oracle ユーザー名とパスワードを使用して、Oracle へのログイン特権を
取得します。ユーザー名とパスワードはアクセスに使用する前に Oracle で承認
される必要があります。
5. 次の表に対する SELECT 特権を取得します。
DBA_EXTENTS
DBA_DATA_FILES
DBA_TAB_PARTITONS
DBA_TAB_SUBPARTITIONS
DBA_OBJECTS
ALL_PART_INDEXES
ALL_PART_TABLES
ALL_INDEXES
SYS.GV_$INSTANCE (Oracle 並列サーバーを使用する場合にのみ必要)
6. PATH ステートメントの中で、APT_ORCHHOME/bin ディレクトリーが
ORACLE_HOME/bin ディレクトリーよりも前にあることを確認します。
7. 表に対する SELECT 特権を持つロールを作成します。 次のコードは、DSXE と
いう名前のロールを作成します。DSXE は、必要な表の SELECT 特権を付与し
ます。
CREATE ROLE DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_extents to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_data_files to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_partitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_subpartitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_objects to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_indexes to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_tables to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_indexes to DSXE;

8. 次のコマンドを入力して、ジョブを実行するユーザーにロールを付与します。
GRANT role_name to oracle_user;
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Teradata データベースへのアクセスの構成
Teradata データベースへのアクセスの構成には、ユーザーに適切なアクセス・レベ
ルを付与することが含まれます。

Teradata Tools and Utilities のインストール
パラレル・ジョブを実行するすべてのノードに、Teradata Tools and Utilities をイン
ストールする必要があります。完全な情報については、Teradata によって提供され
るインストールの説明を参照してください。

手順
1. Teradata Parallel Transporter がインストール済みで、次の環境変数が
/etc/profile ファイルに設定されていることを確認してください。
v

AIX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LIBPATH=$TWB_ROOT/lib:$LIBPATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LIBPATH NLSPATH

v

HPUX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
SHLIB_PATH=$TWB_ROOT/lib:$SHLIB_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH SHLIB_PATH NLSPATH

v

Solaris

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$TWB_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LD_LIBRARY_PATH NLSPATH

2. Teradata Connector ジョブを実行するには、これらの同じ環境変数を dsenv ファ
イルに追加します。

Teradata ユーザーの作成
並列サーバーから Teradata データベースに接続する前に、Teradata ユーザーを作成
する必要があります。

このタスクについて
Teradata データベース・オーナーは、Teradata ステージで DB オプション・プロパ
ティーによって参照されるユーザーです。ユーザーは、表の作成、およびデータの
挿入と削除ができることが必要です。既存の Teradata ユーザーを使用する場合は、
データベース・サーバーをインストールして、それが新しいデータベースを使用す
るように構成します。PERM スペースが 100 MB、SPOOL スペースが 10 MB の
新規データベース・サーバーをインストールします。

手順
Teradata Tools and Utilities をインストールした後、次を行います。
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1. 次の Basic Teradata Query (BTEQ) コマンドを実行して、terasync 表に保管され
るユーザー・アカウントを作成します。
CREATE USER user_name FROM database_name AS
PASSWORD = user_password
PERM = 100000000
SPOOL = 10000000

2. アカウントをセットアップした後、次のコマンドを実行します。
GRANT SELECT on dbc TO user_name;

Informix XPS データベースへのアクセスの構成
INFORMIXSERVER、INFORMIXDIR、および INFORMIXSQLHOSTS 環境変数を設
定することが必要です。AIX では、LIBPATH も設定する必要があります。

このタスクについて
Informix® Enterprise ステージを使用するには、必要な権限を持ち正しい設定を行っ
ている必要があります。接続するデータベースに対する有効なアカウントと適切な
権限を持っている必要があります。接続するすべての表に対する読み取りおよび書
き込み特権が必要です。また、出力リンクで「パーティション表」プロパティーを
使用したり、入力リンクで「作成」および「置き換え」モードを使用したりするた
めに、リソース特権を持っている必要があります。

手順
1. Informix XPS が動作していることを確認します。
2. 環境に、INFORMIXSERVER 環境変数が設定されていることを確認します。この
値は sqlhosts ファイルの中のサーバー名に対応し、コサーバー名「coserver 1」
に設定されます。ジョブを呼び出すノードから、このコサーバーにアクセスでき
る必要があります。
3. INFORMIXDIR 環境変数が Informix サーバーのインストール・ディレクトリー
に設定されていることを確認します。
4. INFORMIXSQLHOSTS 環境変数が sqlhosts ファイルへのパス、例え
ば、/disk6/informix/informix_runtime/etc/sqlhosts に設定されていることを
確認します。
5.

AIX

LIBPATH 環境変数を次のように設定します。

LIBPATH=$APT_ORCHHOME/lib:$INFORMIXDIR/lib:’dirname $DSHOME’/branded_odbc/
lib:$DSHOME/lib:$DSHOME/uvdlls:$DSHOME/java/jre/bin/classic:$DSHOME/java/j
re/bin:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/cli:$INFORMIXDIR/lib/esql
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第 12 章 スイートの製品モジュールの構成
インストールした製品や実行するタスクに応じて、いくつかの構成タスクを完了す
る必要があります。例えば、IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere
QualityStage 用の ODBC データ・ソースへのアクセスの構成や、レポートを実行す
るためのアプリケーション・サーバーのセットアップや、追加の製品モジュールの
構成などです。

IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の構
成
IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage を使用する前に、い
くつかの構成タスクを実行しなければなりません。

手順
次のタスクを実行して、IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere
QualityStage の構成と管理を完了します。
1. セキュリティーを構成します。詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server
管理ガイド」でセキュリティーの管理に関するトピックを参照してください。
2. InfoSphere DataStage ユーザーのローカリゼーション設定が正しいことを確認し
ます。 グローバリゼーション・サポート (NLS) をインストールした場合に
は、必ず、IBM InfoSphere DataStage ユーザーでローカリゼーションに正しい
設定が指定されるようにします。
3. ODBC ドライバーを構成して、ODBC データ・ソースにアクセスします。ドラ
イバーは、クライアント層またはエンジン層にインストールされています。
4. オプション: エンジン処理を共有するコンピューターを追加し、パラレル・エン
ジン用に環境変数を設定し、パラレル・エンジンを構成することによって、パ
ラレル処理環境を構成します。
5. オプション: 同時に接続されているユーザーが多数であったり、同時に多数のジ
ョブが実行されるシステムの場合、正しくエンジンが機能するために必要な、
開くファイルの数、ロック表エントリー数、およびロック数について、必要な
数をサポートするように、サーバー・エンジンを構成します。エンジンをチュ
ーニングするには、uvconfig ファイル内の設定を変更します。
6. オプション: InfoSphere Information Server の以前のバージョンで作成したジョ
ブを、現行バージョンにマイグレーションします。 詳しくは、IBM InfoSphere
Information Server バージョン 8.5 へのマイグレーションのガイド を参照して
ください。
7. オプション: InfoSphere QualityStage マッチを開発する予定であれば、新規また
は既存のサポートされるデータベースが、マッチング・デザイナーのテスト・
パスの結果を受け取ることができるようになっていることを確認します。IBM
InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナーは、マッチング・デザイナーの
マッチング・パス結果を保管するデータベースに接続するために、ODBC デー
タ・ソース名 (DSN) を必要とします。
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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8. オプション: アプリケーション・サーバーをセットアップして、SQA または分
析レポートを実行します。分析レポートおよび標準化品質評価 (SQA) レポート
は、順次ファイルまたはデータベース表からデータを読み取ることができま
す。アプリケーション・サーバーをセットアップして、適切なデータ・ソース
を検出する必要があります。
9. オプション: Operations Database を作成して、構成します。 Operations Console
を使用して InfoSphere DataStage and QualityStage エンジン、プロジェクト、お
よびジョブをモニターする計画の場合は、コンソールに情報を提供するように
Operations Database を構成する必要があります。
10. InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage をインストールし、構成し
た後、アドミニストレーター・クライアントとデザイナー・クライアントにロ
グインして、インストールをテストします。

InfoSphere DataStage ユーザーのローカリゼーション設定が正し
いことの確認 (AIX、HP-UX、Linux、Solaris)
グローバリゼーション・サポート (NLS) をインストールした場合には、必ず、IBM
InfoSphere DataStage ユーザーでローカリゼーションに正しい設定が指定されるよう
にします。

このタスクについて
ほとんどのシステムでは、個々のユーザーのロケールは、システム全体のデフォル
トを使用して設定されます。例えば、Linux システムでは、このデフォルトは
/etc/sysconfig/i18n の中で定義されています。インストールを行うユーザーがこ
のデフォルトを使用し、すべての InfoSphere DataStage ユーザーが同じデフォルト
を継承することが期待されるのであれば、このタスクで説明されているステップを
実行する必要はありません。
しかし、場合によっては、InfoSphere DataStage ユーザー用に設定されたロケール
が、インストール時に設定されたロケールと異なることがあります。例えば、この
問題は、インストールを行ったユーザーがデフォルトではないロケールを使用した
場合や、ユーザーが専用のロケールを設定した場合に (例えば、ユーザーの
$HOME/.profile ディレクトリーの中で)、発生する可能性があります。
InfoSphere DataStage ユーザーのロケールと環境設定を確実に正しいものにするため
に、dsenv ファイルの中の環境変数を編集することができます。dsenv ファイルの
環境変数は、 InfoSphere DataStage 環境全体に影響します。
プロジェクト単位またはジョブ単位で環境変数を定義するには、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアントまたは IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントを使用します。
このタスクはインストール後できるだけ早く、ジョブを保管またはコンパイルする
前に行います。

手順
1. インストール・プログラムを実行したユーザーとしてオペレーティング・システ
ムにログインします。
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2. 使用するロケールとエンコード名を決定します。 エンコードは、InfoSphere
DataStage がサポートするエンコードの 1 つと一致している必要があります。
サーバーのオペレーティング・システムに設定されている現行ロケールを判別す
るには、locale コマンドを使用します。
locale

3. dsenv ファイルで、次のセクションを見つけます。デフォルトでは、このファイ
ルは /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine の中にあります。
#LANG="langdef";export LANG
#LC_ALL="langdef";export LC_ALL
#LC_CTYPE="langdef";export LC_CTYPE
#LC_COLLATE="langdef";export LC_COLLATE
#LC_MONETARY="langdef";export LC_MONETARY
#LC_NUMERIC="langdef";export LC_NUMERIC
#LC_TIME="langdef";export LC_TIME
#LC_MESSAGES="langdef"; export LC_MESSAGES

4. langdef を、インストール時に指定したロケールとエンコード名に置き換えま
す。 例えば、次の設定は、ロケールは ja_JP で、エンコードは UTF-8 である
と指定しています。
LANG="ja_JP.utf8";export LANG
LC_ALL="ja_JP.utf8";export LC_ALL
LC_CTYPE="ja_JP.utf8";export LC_CTYPE
LC_COLLATE="ja_JP.utf8";export LC_COLLATE
LC_MONETARY="ja_JP.utf8";export LC_MONETARY
LC_NUMERIC="ja_JP.utf8";export LC_NUMERIC
LC_TIME="ja_JP.utf8";export LC_TIME
LC_MESSAGES="ja_JP.utf8"; export LC_MESSAGES

5. 各行の先頭のコメント・マーカー (#) を削除します。ファイルを保存します。
6. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。

次のタスク
InfoSphere DataStage コマンド・ラインから何か処理を実行する前に、InfoSphere
DataStage ユーザーは次のコマンドを発行する必要があります。
. $DSHOME/dsenv

ODBC アクセスの構成 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX ODBC ドライバーをインストールした場合、ODBC データ・
ソースにアクセスするように、ドライバーを構成する必要があります。
DataDirect Technologies Connect ODBC ドライバーは、install_home/Server/
branded_odbc にインストールされます。 ODBC ドライバーの構成に関する資料
は、このディレクトリー・ツリーの中にあります。
dsenv、odbc.ini、および uvodbc.config ファイルを編集して、ODBC データ・ソ
ースへのアクセスをセットアップします。
非ワイヤー・プロトコル・ドライバーでは、ワイヤー・ドライバーとは異なる設定
情報が必要です。また、非ワイヤー・ドライバーでは、データベース・クライアン
ト・ソフトウェアの位置に関する情報が必要です。ワイヤー・プロトコル・ドライ
バーでは、データベース自体に関する情報が必要です。
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特定のデータベースに対する ODBC 環境の構成については、$DSHOME/Server/
branded_odbc/books/odbc ディレクトリーにある「 DataDirect Connect and Connect
XE for ODBC Reference」マニュアル (PDF ファイル) を参照してください。
branded_odbc ディレクトリーの odbcread.me ファイルと、branded_odbc/odbchelp
ディレクトリーの HTML ファイルも参照してください。

dsenv ファイルの構成
一部の ODBC 接続、プラグイン、およびコネクターについては、IBM WebSphere
MQ などの外部アプリケーションと対話するために、ODBC データ・ソースとの接
続を確立する ODBC ドライバーの対話式の使用を可能にする環境変数を追加する必
要があります。これにより、IBM InfoSphere DataStage は、ODBC 接続に正しい環
境を継承できます。

始める前に
InfoSphere DataStage アドミニストレーターのサーバー上でオペレーティング・シス
テム証明情報を持つ、InfoSphere DataStage 管理者としてログインする必要がありま
す。
編集する前に、dsenv ファイルをバックアップします。

このタスクについて
dsenv ファイルには、エンジンが始動するときに使用される一連のシェル引数が含
まれます。対話式ユーザー、他のプログラム、およびスクリプトは、dsenv ファイ
ルを使用できます。ワイヤー・プロトコル・ドライバーを使用する接続の場合、
dsenv ファイルを変更する必要はありません。

手順
1. dsenv ファイルを編集します。 このファイルは $DSHOME/DSEngine にありま
す。ここで、$DSHOME は InfoSphere DataStage インストール・ディレクトリーを
示します。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/InformationServer/
Server/DSEngine です。
2. 次の情報を dsenv ファイルに指定します。
v データベース・クライアント・ソフトウェアの環境変数
v データベースのホーム・ロケーション
v データベース・ライブラリー・ディレクトリー
表 80. オペレーティング・システム別の、ライブラリー・パス環境変数の名前
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ライブラリー・パス環境変数

IBM AIX

LIBPATH

HP-UX

SHLIB_PATH

Intel Itanium 上の HP-UX

LD_LIBRARY_PATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

Solaris

LD_LIBRARY_PATH
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次の例は、一般に使用されているデータベースの標準的なエントリーを示しま
す。エントリーは、使用しているオペレーティング・システムによって、いくら
か異なります。詳細は、データ・ソースの資料を参照してください。
Sybase 11
LANG=
export LANG
SYBASE=/export/home/sybase/sybase
export SYBASE
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SYBASE/lib:/usr/lib:/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Informix XPS 9.3
INFORMIXDIR=/space/informix
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=solnew2.1
export INFORMIXSERVER
ONCONFIG=onconfig.solnew2
export ONCONFIG
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/
esql:$INFORMIXDIR/lib/cli
export LD_LIBRARY_PATH
LANG=C
export LANG

DB2 バージョン 9.5
DB2DIR=/opt/IBM/db2/V9.5
export DB2DIR
DB2INSTANCE=db2inst1
export DB2INSTANCE
INSTHOME=/export/home/db2inst1
export INSTHOME
PATH=$PATH:$INSTHOME/sqllib/bin:$INSTHOME/sqllib/adm:
$INSTHOME/sqllib/misc
export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INSTHOME/sqllib/lib
export LD_LIBRARY_PATH
THREADS_FLAG=native
export THREADS_FLAG

3. 変更を保存します。
4. IBM InfoSphere Information Server エンジンを停止して再始動します。

odbc.ini ファイルの構成
odbc.ini ファイルで、使用するすべてのデータベースとデータベース・クライアン
ト・アプリケーションの接続に関する情報を指定します。IBM InfoSphere
Information Server が ODBC データ・ソースにアクセスできるようにこのファイル
を構成する必要があります。

このタスクについて
/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/IBM_Tools ディレクトリーに
は、サポートされる各 Linux および UNIX プラットフォーム用のサンプルの
odbc.ini ファイルが含まれます。これらのファイルの内容を使用して、$DSHOME デ
ィレクトリーの odbc.ini ファイルを作成します。
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手順
1. <installation-directory>/Server/DSEngine ディレクトリーまでナビゲートし
ます。ここで、<installation-directory> は、InfoSphere Information Server をイン
ストールしたディレクトリーです。
2. 次のコマンドを実行して、サンプル .odbc.ini ファイルが odbc.ini ファイル
を指し示すようにソフト・リンクを作成します。
ln -s odbc.ini.odbc.ini

3. ご使用のデータベース環境と一致するように、.odbc.ini を変更します。

uvodbc.config ファイル内のデータ・ソース名の指定
uvodbc.config ファイルで、各データベースの ODBC データ・ソース名 (DSN) を
指定する必要があります。

このタスクについて
uvodbc.config ファイルのコピーが、$DSHOME ディレクトリーと各プロジェクト・
ディレクトリーに存在します。例えば、Linux では、プロジェクトのデフォルト・
パスは /opt/IBM/WDIS/Server/Projects です。
デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage は uvodbc.config ファイルの現行プロ
ジェクト・ディレクトリーを検索します。ファイルが見つかった場合は、$DSHOME
の代わりに、このファイルを使用します。このファイル配置によって、一部のプロ
ジェクトにしか識別されないデータ・ソースを構成できます。

手順
1. 次の構文を使用して、uvodbc.config ファイルにエントリーを追加します。
<DSN_name>
DBMSTYPE = ODBC

ここで、DSN_name は、ODBC DSN です。この名前は、 .odbc.ini ファイル
に指定されている名前と同じであることが必要です。等号の両側にスペースを挿
入する必要があります。
uvodbc.config ファイルでは、コメント行は番号記号 (#) で始まります。ファイ
ルの先頭のコメント・ブロック以外にあるコメントは、処理中のエラーの原因に
なります。コメントは、uvodbc.config ファイルの先頭にあるコメント・ブロッ
クにのみ追加してください。
次の例に、標準的な uvodbc.config ファイルを示します。
[ODBC DATA SOURCES]
<localuv>
DBMSTYPE = UNIVERSE
network = TCP/IP
service = uvserver
host = 127.0.0.1
<Sybase1>
DBMSTYPE = ODBC
<Sybase2>
DBMSTYPE = ODBC
<Oracle8>
DBMSTYPE = ODBC
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<Informix>
DBMSTYPE = ODBC
<DB2>
DBMSTYPE = ODBC

2. プロジェクトを作成した後で uvodbc.config を変更する場合は、編集したファ
イルをプロジェクト・ディレクトリーにコピーします。

DB2 パッケージの作成とデータ・ソース名へのバインディング
DB2 パッケージを使用するには、パッケージを各 DB2 データ・ソース名 (DSN)
にバインドする必要があります。

手順
1. ターミナル・ウィンドウを開き、$DSHOME/../branded_odbc/bin ディレクトリー
に移動します。
2. 次のコマンドを入力します。
bind22 dsn

ここで、dsn は、ODBC データ・ソース名です。
3. ユーザー ID とパスワードの入力を求めるプロンプトが出されたら、ユーザー
ID とパスワードを指定します。

その他の ODBC ドライバーの構成
他のベンダーの ODBC ドライバーを使用して、データ・ソースに接続できます。例
えば、Red Brick® などの、DataDirect ドライバー・パックがサポートしていないデ
ータベースに接続することが必要になる場合があります。一度に使用できる ODBC
マネージャーは 1 つだけです。このため、IBM InfoSphere DataStage ドライバーと
他のベンダーのドライバーを同時に使用することはできず、2 つのタイプの間を切
り替える再構成を行う必要があります。

手順
1. ODBC マネージャーとドライバーをインストールします。 ドライバーのベンダ
ーが提供する資料を使用してください。
2. ドライバーに接続するようにコンピューターを構成します。
a. dsenv ファイルで、必要な環境変数を追加します。
b. odbc.ini ファイルで、データベース、またはデータベース・クライアント・
アプリケーションへの接続をセットアップします。 データ・ソース名
(DSN)、ドライバー名、およびログイン情報の指定が必要です。
c. uvodbc.config ファイルで、データベースへの接続に使用する DSN を指定
します。
3. ODBC マネージャーの共用ライブラリー libodbc.sl を、InfoSphere DataStage
ロード・ライブラリー・パスに含めます。(HP-UX の場合、接尾部は so です。)
dsenv ファイルを編集し、共有ライブラリー・パス環境変数の中で、必ず、
ODBC マネージャーへのパスを $DSHOME/../branded_odbc/lib へのパスより前
に記述してください。
4. ドライバーをインストールして構成した後、接続をテストします。
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タスクの結果
再び DataDirect ドライバーを使用するには、ステップ 3 (429 ページ) の手順を逆に
行い、InfoSphere DataStage ODBC ドライバー・ライブラリーが他のどの ODBC ド
ライバー・ライブラリーよりも前に記述されていることを確認します。

ODBC ドライバー接続のテスト
IBM InfoSphere DataStage に対して定義した ODBC 接続を構成した後、構成をテス
トして、データ・ソースへの接続を確認します。

手順
1. ディレクトリーを $DSHOME ディレクトリーに変更し、次のコマンドを実行して
環境を設定します。
. ./dsenv

2. 次のコマンドを入力して、IBM InfoSphere Information Server エンジン・シェル
を開始します。
./bin/dssh

3. 次のコマンドを入力して、プロジェクトにログインします。
LOGTO project_name

project_name は、大/小文字を区別します。
4. 次のコマンドを入力して、使用可能なデータ・ソース名のリストを取得します。
DS_CONNECT

5. 次のコマンドを入力して、接続をテストします。
DS_CONNECT dsn

ここで、dsn は、テストする接続のデータ・ソース名です。
6. ユーザー名とパスワードを入力して、指定されたデータベースに接続します。
7. 接続を終了する場合は、「.Q」を入力してください。

ODBC アクセスの構成 (Microsoft Windows)
ODBC ドライバーをインストールした場合、ODBC データ・ソースにアクセスする
ように、ドライバーを構成する必要があります。
Progress DataDirect Technologies の ODBC ドライバーは、install_dir\
ODBCDrivers ディレクトリーにインストールされます。ここで、install_dir は、
IBM InfoSphere Information Server をインストールしたディレクトリーです。
ODBC データ・ソース名 (DSN) を構成するには、以下のディレクトリーに置かれ
ている Data Source Administrator アプリケーションを使用します。
表 81. ODBC Data Source Administrator アプリケーションのディレクトリー
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バージョン

ディレクトリー

Microsoft Windows 32 ビット

C:¥Windows¥System32¥odbcad32.exe

Microsoft Windows 64 ビット

C:¥Windows¥sysWOW64¥odbcad32.exe

プランニング、インストール、および構成ガイド

多数のユーザーまたはジョブ用の InfoSphere Information
Server エンジンのチューニング (Windows Server)
多数の同時接続ユーザーまたは多数の同時実行ジョブを処理する Microsoft Windows
Server システムでは、正常なエンジンのオペレーションに必要な、開いているファ
イル、ロック表項目、およびロックの数をサポートするように、IBM InfoSphere
Information Server エンジンを構成できます。エンジンをチューニングするには、
uvconfig ファイル内の設定を変更します。

始める前に
v uvconfig ファイルをバックアップします。 デフォルトでは、このファイルは、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine ディレクトリーにあります。
v すべての IBM InfoSphere DataStage ジョブを停止して、すべてのユーザーに対し
て、InfoSphere DataStage からログアウトするように求めます。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server の新規インストール済み環境では、 80 以上の同
時接続ユーザーまたは 50 以上の同時実行ジョブを処理する実動システムを構成し
ている場合には、このタスクで説明する設定を変更します。
既存のインストール済み環境では、InfoSphere DataStage ジョブの実行中にリソース
の問題が発生した場合に、これらの設定を変更します。

手順
1. 以下のステップを実行して、サーバーで InfoSphere DataStage ジョブも osh.exe
プロセスも実行されておらず、アクティブな接続がないことを検査します。
a. Microsoft Windows の「タスク マネージャ」で、「プロセス」タブをクリッ
クしてから、「イメージ名」列をクリックして、名前でプロセス・リストを
ソートします。
b. 「全ユーザーのプロセスを表示する」チェック・ボックスが選択されている
ことを確認します。
c. プロセスのリストで、プロセス uvsh.exe および osh.exe が実行されていな
いことを検査します。 これらのプロセスが実行されていない場合には、サー
バーで実行されている InfoSphere DataStage ジョブはありません。
d. プロセスのリストで、プロセス dsapi_server.exe および dsapi_slave.exe
が実行されていないことを検査します。 これらのプロセスが実行されていな
い場合には、アクティブな InfoSphere DataStage 接続はありません。
2. InfoSphere Information Server エンジンを停止します。
3. テキスト・エディターを使用して、uvconfig ファイルを編集します。デフォル
トでは、このファイルは、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine ディレ
クトリーにあります。 以下の設定を指定します。
MFILES
200
T30FILES 300
RLTABSZ
300
MAXRLOCK 299
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4. uvconfig ファイルを保存します。 .txt 拡張子を付けてファイルを保存してい
ないことを確認します。 uvconfig ファイルには、ファイル拡張子を含めること
はできません。
5. Windows の「コマンド プロンプト」で、uvconfig ファイルが含まれたディレ
クトリーに移動します。例えば、以下のディレクトリーに移動します。
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine

6. 以下のコマンドを発行して、バイナリー uvconfig ファイルを再生成します。
bin¥uvregen.exe

7. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。

IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナーの構成
IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナーは、マッチング・デザイナー
のマッチング・パス結果を保管するデータベースに接続するために、ODBC デー
タ・ソース名 (DSN) を必要とします。

始める前に
マッチング・デザイナーの出力の保存に使用する、新規または既存の IBM DB2 デ
ータベース、Oracle データベース、または Microsoft SQL Server データベースを指
定します。 216 ページの『IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナー・
データベースの作成』を参照してください。

手順
1. それぞれのクライアント層およびエンジン層コンピューターで、マッチング・デ
ザイナー・データベースを指すシステム DSN を定義します。ODBC DSN は、
各コンピューターで同じ名前でなければなりません。 IBM InfoSphere
Information Server 環境の一部としてインストールされた、IBM Wire Protocol
ODBC ドライバーのセットから選択することもできます。これらのドライバー
は、データベース固有の追加のクライアント・ソフトウェアが存在するかどうか
に機能が左右されないため、便利です。
2. 各クライアント層コンピューターで、マッチング・デザイナーを開き、マッチン
グ仕様のテスト環境の更新を実行します。 この関数を実行するときにマッチン
グ・デザイナー・データベースへの接続が確立され、暗号化された証明情報が保
持されます。

分析レポート、SQA レポート、またはマッチング統計レポートを
実行するためのアプリケーション・サーバーのセットアップ
分析レポート、標準化品質評価 (SQA) レポート、およびマッチング統計レポート
は、順次ファイルまたはデータベース表からデータを読み取ることができます。ア
プリケーション・サーバーをセットアップして、適切なデータ・ソースを検出する
必要があります。

手順
1. ステージでレポート・データを順次ファイルに書き込む場合は、インストール済
み環境のトポロジーに対応したアクションを実行します。
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トポロジー

操作

v IBM InfoSphere Information Server エンジ 追加ステップは不要です。
ンとサービス層が、同じコンピューター上
にある
順次ファイルは、エンジン上にのみ存在しま
v InfoSphere Information Server エンジンと
サービス層が、異なるコンピューター上に す。レポートはアプリケーション・サーバー
上で実行されるため、以下のステップのいず
ある
れかを実行します。
v エンジンとアプリケーション・サーバーの
両方がアクセスできるネットワーク共有デ
ィレクトリーを作成します。
v エンジン層コンピューターからサービス層
のローカル・ファイル・システムに順次フ
ァイルをコピーします。エンジン層コンピ
ューターとサービス層コンピューターの両
方で、ファイル・パスが同じになるように
します。

2. ステージでレポート・データをデータベース表に書き込む場合は、インストール
済み環境のトポロジーおよびオペレーティング・システムに対応したアクション
を実行します。
トポロジーおよびオペレーティング・システ
ム

操作

v Microsoft Windows

追加ステップは不要です。

v InfoSphere Information Server エンジンと
レポートは、アプリケーション・サーバー上
サービス層が、同じコンピューター上にあ で実行されます。レポートでは、エンジンに
る
セットアップされている Open Database
Connectivity (ODBC) データ・ソース名
(DSN) を使用して、データベース表を検索し
ます。
v UNIX または Linux

エンジンから ODBC DSN はシステム DSN
として可視ではないため、以下のステップを
実行します。

v InfoSphere Information Server エンジンと
サービス層が、同じコンピューター上にあ
1. Java Database Connectivity (JDBC) デー
る
タ・ソースをアプリケーション・サーバ
ーでセットアップします。

2. Java Naming and Directory Interface
(JNDI) 名が、エンジン上の ODBC DSN
と同じになるようにします。
v Microsoft Windows、UNIX、または Linux

必要な ODBC ドライバーがアプリケーショ
ン・サーバーにインストールされていないた
め、以下のステップを実行します。

v InfoSphere Information Server エンジンと
サービス層が、異なるコンピューター上に
1. JDBC データ・ソースをアプリケーショ
ある
ン・サーバー上でセットアップします。
2. JNDI 名が、エンジン上の ODBC DSN
と同じになるようにします。
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IBM InfoSphere Information Analyzer の構成
IBM InfoSphere Information Analyzer を使用する前に、いくつかの構成タスクを実行
しなければなりません。

始める前に
Information Analyzer データ・アドミニストレーター権限が必要です。

このタスクについて
次の上位のタスクを実行して、この製品モジュールの最初の構成と管理を完了しま
す。
分析構成の詳細は、「IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザー・ガイド」を参
照してください。

手順
1. エンジンをホストするコンピューターで、分析データベースおよびソース・デ
ータベースにデータ・ソース名 (DSN) を定義します。DSN 情報に追加の変更
をしないために、次のステップを完了する前に DSN を検証します。
Windows の場合、 DSN はシステム DSN であることが必要です。

Windows

2. IBM InfoSphere Information Server エンジンへの接続に使用する証明情報を検証
します。「ホーム」 > 「構成」 > 「分析設定」 > 「分析エンジン」タブで、
IBM InfoSphere Information Server コンソールの中の設定を検証できます。
3. 分析データベースへの接続に使用する証明情報を検証します。「ホーム」 >
「構成」 > 「分析設定」 > 「分析データベース」タブで、IBM InfoSphere
Information Server コンソールの中の設定を検証できます。 分析データベース
の場合、この DSN は、ステップ 1 で定義した名前に一致させます。
4. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ホーム」 > 「構成」 >
「分析設定」 > 「分析設定」タブで、必要に応じて値を変更します。
このステップで、InfoSphere Information Analyzer のグローバル設定が完了しま
す。新規 InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを作成するとき、これ
らのグローバル設定が継承されます。
5. ステップ 1 で定義されたソース DSN を使用して、ソース・データベースへの
接続に使用される証明情報を検証します。
a. 「ホーム」 > 「構成」 > 「ソース」を開きます。
b. ホストを選択して、「データ・ソースの追加」をクリックします。
c. データ・ソース名、データ接続名、および使用するコネクターを指定しま
す。
d. ソース DSN は、「接続ストリング」フィールドにリストされた使用可能な
いずれかの DSN に一致させます。
e. 「接続」をクリックし、接続情報を保存します。
6. メタデータをメタデータ・リポジトリーにインポートします。
7. InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを作成し、プロジェクトの基本的
な詳細を指定します。
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8. コンソールの「概要」メニューで、「プロジェクト・プロパティー」を選択し
ます。
9. 「分析エンジン」、「分析データベース」、および「分析設定」タブで、ステ
ップ 2 から 4 に説明されているタスクを実行して、プロジェクト固有の設定
を設定できます。
10. 「プロジェクト・プロパティー」タブで、インポートされたメタデータをプロ
ジェクトに関連付けます。
11. プロジェクトおよびデータ・ソース分析設定を変更します。
12. プロジェクトのセキュリティーをセットアップします。
13. プロジェクト・ダッシュボードをカスタマイズします。

IBM InfoSphere Business Glossary の構成
InfoSphere Business Glossary の使用を始める前に、いくつかの設定を構成する必要
があります。

始める前に
IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーターは、グロッサリ
ー・ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てる必要があります。

このタスクについて
組織のニーズに合わせて InfoSphere Business Glossary を構成できます。多くの構成
タスクはオプションです。ほとんどのタスクは InfoSphere Business Glossary アドミ
ニストレーターによって実行されます。

手順
1. 必須: グロッサリー・ユーザーにセキュリティー・ロールを割り当てます。これ
は、InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーターが行う必要
があります。
2. 必須: Microsoft Windows Server 2008 で、Internet Explorer セキュリティ強化の
構成 (IE ESC) を無効にします。特定の InfoSphere Business Glossary 機能が正
しく実行するには、IE ESC が無効でなければなりません。
a. 「スタート」 > 「管理ツール」 > 「サーバー マネージャ」をクリックしま
す。
b. 「サーバー マネージャ」ウィンドウで、「セキュリティ情報」セクションを
展開し、「IE ESC の構成」をクリックします。
c. 「IE セキュリティ強化の構成 (Internet Explorer Enhanced Security
Configuration)」ウィンドウの「アドミニストレータ (Administrators)」の下
で、「オフ」ラジオ・ボタンをクリックしてから、「OK」をクリックしま
す。
3. 全般設定を構成します。 InfoSphere Business Glossary 管理インターフェースの
「設定の編集」ページから、次のような項目を構成できます。
v

ユーザーが InfoSphere Business Glossary にログインしたときに表示されるペ
ージの内容

v ユーザーがフィードバックを送信できるメール・アドレス
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v プロパティー名の値が未定義のときに、プロパティー名を表示するかどうか
v 用語の状況 (例えば、「決定」または「非推奨」) に基づく、用語の表示制限
v 関連した表示における、ユーザー名部分のリスト順序
v 用語に対する変更の履歴を表示するかどうか
v Cognos® 8 Go! との統合が可能かどうか
4. 表示許可を構成します。これによって、選択されたグロッサリー・ユーザーが一
部のグロッサリーの内容にアクセスすることを制限できます。
5. 右から左へ読み取る言語のサポートを構成します (双方向言語サポート)。

IBM InfoSphere Information Server サーバー・エンジンの停止と始動
Linux または UNIX での dsenv ファイルの編集や uvconfig ファイルの変更など
の特定のタスクを完了した後には、InfoSphere Information Server エンジンを再実行
します。

手順
v Linux および UNIX コンピューターに以下のステップを実行します。
1. エンジン層コンピューターに、IBM InfoSphere DataStage 管理者 (通常 dsadm)
としてログインします。
2. エンジン・ディレクトリーに移動し、環境を設定します。
cd $DSHOME
. ./dsenv

$DSHOME は、エンジン・ディレクトリーの名前です。デフォルト・ディレクト
リーは、/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine です。
3. エンジンを停止します。
./bin/uv -admin -stop

エンジンが停止すると、コマンドはメッセージを表示します。
4. エンジンを再始動します。
./bin/uv -admin -start

v Windows コンピューターに以下のステップを実行します。
1. Windows の「コントロール パネル」で、「DataStage 制御パネル」を開きま
す。
2. 「すべてのサービスの停止」をクリックします。 サービスが停止するまで待
ちます。
3. 「すべてのサービスの開始」をクリックします。
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第 13 章 インストールの検証とテスト
IBM InfoSphere Information Server をインストールした後、InfoSphere Information
Server ツール用の IBM® Support Assistant (ISA) Lite を実行して、インストールが
正常に行われたことを確認します。また、IBM InfoSphere Information Services
Director などの個別コンポーネントのインストールも検証できます。

インストール検査とトラブルシューティング
ISA Lite for InfoSphere Information Server ツールは、ローカルの IBM InfoSphere
Information Server インストール済み環境から、データ、ファイル、および成果物を
収集する機能を提供します。これは、システム・ヘルスを報告し、インストールの
構成が正しいことを検証するために、非破壊検査とデータのパッシブ・コレクショ
ンの実行に重点を置いています。

ツールが行うこと
ISA Lite for InfoSphere Information Server ツールを使用して、InfoSphere
Information Server の問題をトラブルシューティングすることができます。ツール
は、問題データの自動収集に重点を置き、InfoSphere Information Server インストー
ル済み環境の診断検査を行います。問題に関係がある情報が収集および分析され
て、問題の原因が特定されます。ISA Lite for InfoSphere Information Server ツール
により収集処理が自動化されるため、適切な診断データを IBM のお客様サポート
に送信するためにかかる労力と時間を削減できます。ツールは、結果を FTP で
IBM サポートに送信し、既存の PMR (problem management record、問題管理レコ
ード) に結果を付加します。さらに、ツールは症状を分析して、問題判別処理を簡
素化する手助けをします。インストールを検査するには、General Diagnostic Health
Checker と、その他の製品固有のヘルス・チェッカーを実行します。ヘルス・チェ
ッカーは、「すべての診断ツール」メニューから利用できます。

ツールの場所
ISA Lite for InfoSphere Information Server ツールは、インストール・プログラムの
実行時に IS_install_dir\ISALite フォルダーにインストールされます。ここで、
IS_install_dir は、InfoSphere Information Server をインストールしたディレクトリー
です。以前のリリース用、および使用可能な更新用のツールを取得する方法につい
ては、サポート・サイト (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700)
で ISA Lite 資料を参照してください。

資料
ISA Lite インストール済み環境の ¥doc フォルダーの下にある次の資料を参照して
ください。
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server Quick Start
Guide ISALite ツールの概要と、開始するために構成しなければならない事柄を説
明しています。
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IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server User's Guide
ISALite ツールの詳細説明を提供します。
資料の更新情報は、サポート・サイト (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg24022700) にあります。

IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage
のインストールのテストInfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage をイン
ストールし、構成した後、アドミニストレーター・クライアントとデザイナー・ク
ライアントにログインして、インストールをテストします。

始める前に
これらのテストを実行するには、特に IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー・クライアントに接続するために実行する場合は、InfoSphere DataStage
管理者であるか、(アドミニストレーター・クライアント内の) 管理者から特定のプ
ロジェクトへのアクセスを許可された下位のユーザーである必要があります。
サービスおよびエンジン層がユーザー・レジストリーを共有していない場合、証明
情報のマッピングを設定する必要があります。詳しくは、「IBM InfoSphere
Information Server 管理ガイド」を参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
トを始動します。
a. アドミニストレーター・クライアントがインストールされているコンピュー
ターで、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere
Information Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ア
ドミニストレーター」をクリックします。
b. スイート証明情報を使用して、Administrator Clientにログインします。
c. サービス層がインストールされたサーバーの入力を求めるプロンプトが出さ
れたら、「サービス層のホスト名」リストから URL を選択します。URL が
リストにない場合は、フィールドに URL を入力します。URL は、
server_name:port_number の形式です。 サーバー名とポートの値は、IBM
WebSphere Application Server クラスタリングがサービス層構成内にセットア
ップされているか、また、サービス層とエンジン層がセキュア HTTP
(HTTPS) を使用するように構成されているかによって異なります。
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表 82. 各種構成のホスト値およびポート値
WebSphere
Application Server
構成

ホスト値

ポート値 (HTTP プ ポート値 (HTTPS プロト
ロトコル)
コル)

WebSphere
Application Server ク
ラスタリングが構成
されている

フロントエンド・デ
ィスパッチャー
(Web サーバーかロ
ード・バランサーの
いずれか) のホスト
名または IP アドレ
ス。特定のクラスタ
ー・メンバーのホス
ト名を使用しないで
ください。

フロントエンド・デ
ィスパッチャーの
HTTP ポート (例え
ば、80)。特定のク
ラスター・メンバー
のポート番号を使用
しないでください。

フロントエンド・ディスパ
ッチャーの HTTPS セキュ
ア・ポート (例えば、
443)。特定のクラスター・
メンバーのポート番号を使
用しないでください。

クラスタリングが構
成されていない

WebSphere
Application Server
がインストールされ
ているコンピュータ
ーのホスト名または
IP アドレス。

HTTP トランスポー
ト・ポート
(WebSphere
Application Server
では WC_defaulthost
として構成済み)。
デフォルト: 9080

HTTPS トランスポート・
セキュア・ポート
(WebSphere Application
Server 内で
WC_defaulthost_secure とし
て構成済み)。デフォルト:
9443

d. 「Information Server エンジンのホスト名」リストからエンジン・サーバー
名を選択するか、リストにない場合はフィールドにエンジン・サーバー名を
入力します。
2. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントを始動し
ます。
a. デザイナー・クライアントがインストールされているコンピューターで、
「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information
Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」を
クリックします。
b. スイート証明情報を使用して、Designer Clientにログインします。
c. サービス層がインストールされたサーバーの入力を求めるプロンプトが出さ
れたら、「サービス層のホスト名」リストから URL を選択します。URL が
リストにない場合は、フィールドに URL を入力します。URL は、
server_name:port_number の形式です。 以前のステップで使用したのと同じ
サーバー名とポート番号を使用します。
d. サーバーおよびプロジェクトの入力を求めるプロンプトが出されたら、「プ
ロジェクト」リストで、サーバーとプロジェクトを選択します。目的の値が
リストになければ、フィールドに値を入力します。サーバーとプロジェクト
は server_name/project_name のように指定します。例えば、エンジンが
xyz サーバー (非クラスター・アプリケーション・サーバー構成) にインスト
ールされていて、プロジェクト名が my-project の場合、「xyz/my-project」
と入力します。
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IBM InfoSphere Information Services Director のインストールのテスト
IBM InfoSphere Information Services Director をインストールし、構成した後、イン
ストールをテストします。

始める前に
スイート・アドミニストレーター証明情報を持っているか、ユーザー権限を持つ証
明情報を既にセットアップしている必要があります。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
トを始動します。
a. InfoSphere Information Services Director クライアントがインストールされて
いるコンピューターで、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM
InfoSphere Information Server」 > 「IBM InfoSphere Information Server
コンソール」をクリックします。
b. Information Services Director のアドミニストレーター・ロールを持つ証明情
報、またはスイート・アドミニストレーター証明情報を使用して、コンソー
ルにログインします。
c. サービス層がインストールされたサーバーの入力を求めるプロンプトが出さ
れたら、「サービス層のホスト名」リストから URL を選択します。URL が
リストにない場合は、フィールドに URL を入力します。URL は、
server_name:port_number の形式です。 サーバー名とポートの値は、IBM
WebSphere Application Server クラスタリングがサービス層構成内にセットア
ップされているか、また、サービス層とエンジン層がセキュア HTTP
(HTTPS) を使用するように構成されているかによって異なります。
表 83. 各種構成のホスト値およびポート値
WebSphere
Application Server
構成
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ホスト値

ポート値 (HTTP プ ポート値 (HTTPS プロト
ロトコル)
コル)

WebSphere
Application Server ク
ラスタリングが構成
されている

フロントエンド・デ
ィスパッチャー
(Web サーバーかロ
ード・バランサーの
いずれか) のホスト
名または IP アドレ
ス。特定のクラスタ
ー・メンバーのホス
ト名を使用しないで
ください。

フロントエンド・デ
ィスパッチャーの
HTTP ポート (例え
ば、80)。特定のク
ラスター・メンバー
のポート番号を使用
しないでください。

フロントエンド・ディスパ
ッチャーの HTTPS セキュ
ア・ポート (例えば、
443)。特定のクラスター・
メンバーのポート番号を使
用しないでください。

クラスタリングが構
成されていない

WebSphere
Application Server
がインストールされ
ているコンピュータ
ーのホスト名または
IP アドレス。

HTTP トランスポー
ト・ポート
(WebSphere
Application Server
では WC_defaulthost
として構成済み)。
デフォルト: 9080

HTTPS トランスポート・
セキュア・ポート
(WebSphere Application
Server 内で
WC_defaulthost_secure とし
て構成済み)。デフォルト:
9443
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2. 「開始」ペインの「情報サービスの使用可能化」セクションを展開して、サービ
スとしての統合ロジックのデプロイ、サービスのカタログおよび登録、証明情報
の設定を開始します。
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第 4 部 インストールのトラブルシューティング
このインストールのトラブルシューティング情報を使用して、インストールの問題
を解決します。さまざまな製品モジュールおよびコンポーネントのトラブルシュー
ティング情報については、インフォメーション・センターおよびカスタマー・サポ
ート技術情報に詳細が記載されています。
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第 14 章 ログ・ファイル
IBM InfoSphere Information Server での問題をトラブルシューティングするために、
ログ・ファイルおよび一時ファイルを調べることができます。

インストール・ログ・ファイル
インストール処理およびアンインストール処理の間に、ログ・ファイルが作成され
ます。ログ・ファイルを使用してインストール・エラーのトラブルシューティング
を行うことができます。
インストール処理およびアンインストール処理の間に、ログ・ファイルが以下のデ
ィレクトリーに保存されます。
表 84. インストール処理およびアンインストール処理の間にログ・ファイルが保存されるデ
フォルト・ディレクトリー
オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX、Linux、UNIX

/tmp/ibm_is_logs

HP-UX、Solaris

/var/tmp/ibm_is_logs

Windows

%TEMP%¥ibm_is_logs

注: 244 ページの『インストール・プログラムの実行準備』で、インストール・プ
ログラムの一時ファイルを別のディレクトリーにリダイレクトした場合、その場所
にインストール・ログ・ファイルは入れられます。ここで指定するデフォルトの一
時ディレクトリーではありません。
インストールが成功した後、インストール処理の間に作成されたログ・ファイルの
.zip ファイルは、IBM InfoSphere Information Server のインストール・ディレクトリ
ーに保存されます。この .zip ファイルの名前は、isdump-os-timestamp.zip です。
インストールが失敗した後は、ISInstall-date-timestamp.log ログ・ファイルが一
時ディレクトリーに保存されます。
アンインストールが成功した後、ISInstall-date-timestamp.log ログ・ファイルが
インストール・ディレクトリーの下のログ・ディレクトリーに保存されます。アン
インストールが失敗すると、ISinstall-date-timestamp.log ログ・ファイルは、一
時ディレクトリー内の ibm-is-logs ディレクトリーに保存されます。
注: インストール処理中に、インストール・ログ・ファイルまたはログ・ファイ
ル・ディレクトリーを削除しないでください。インストールが完了したら、トラブ
ルシューティングおよび検査のためにログ・ファイルを保存します。

インストール・プログラムによって生成される一時ファイル
インストール処理中には、一時ファイルが作成されます。一時ファイルは、インス
トールの完了後には使用されません。
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インストール処理中に、一時ファイルが以下のインストール・ディレクトリーに保
存されます。
表 85. インストール処理中に一時ファイルが保存されるディレクトリー
オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX、Linux、UNIX

/tmp

HP-UX、Solaris

/var/tmp

Windows

%TEMP%

%TEMP% 環境変数で指定される場所が、インストール時にログオンするユーザー用に
設定されます。
インストール・プログラムの実行準備で、インストール・プログラムの一時ファイ
ルを別のディレクトリーにリダイレクトした場合、一時ファイルは、ここで指定す
るデフォルトの一時ディレクトリーではなく、その場所に入ります。
注: インストール中に作成される一時ファイルは、インストールの完了後には使用
されません。インストール一時ファイルは、インストールの完了後に削除して構い
ません。

インストール中に生成された一時ファイルの例
以下の例で、Linux コンピューターで、インストール中に生成される一時ファイル
を示します。
/tmp (Thu Aug 20 09:18:15)
<1:649> % ls -l
total 1576
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody
drwxr-xr-x 2 nfsnobody nfsnobody
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody

742
4096
16975
678

Aug
Aug
Aug
Aug

20
20
20
20

00:19
01:12
01:08
01:08

1.txt
ibm_is_logs/
script34973.log
script34973.sh

script34973.sh
グローバリゼーション (NLS) サポートを指定するエンジン層コンピュータ
ー上で、インストール中に生成されるスクリプト。このスクリプトは、環境
変数を定義してから、InfoSphere Information Server サーバーのグローバリ
ゼーション (NLS) 構成を実行します。ファイル名は可変であり、プロセス
ID 番号に基づいて設定されます。この script34973.sh の例では、34973
はプロセス ID 番号です。
script34973.log
script34973.sh がインストール・プログラムで実行されたときに生成され
る出力ログ。このファイルの内容は、インストール・ログ・ファイルにコピ
ーされます。ファイル名は可変であり、プロセス ID 番号に基づいて設定さ
れます。この script34973.log の例では、34973 はプロセス ID 番号で
す。

IBM WebSphere Application Server システム・ログ・ファイル
WebSphere Application Server ログ・ファイルには、WebSphere Application Server
の始動のモニターおよびエラー診断に使用できる情報が含まれています。
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以下のログ・ファイルは、IBM InfoSphere Information Server での問題の診断に役立
ちます。
SystemOut.log
STDOUT への WebSphere Application Server メッセージは、このファイル
にリダイレクトされます。
SystemErr.log
STDERR への WebSphere Application Server メッセージは、このファイル
にリダイレクトされます。
これらのファイルは、WebSphere Application Server インストール済み環境の各ノー
ド上の以下のディレクトリー内にあります。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

path/profiles/profile/logs/server1

Windows

path¥profiles¥profile¥logs¥server1

path
WebSphere Application Server のインストール・パス。デフォルトでは、path は
以下のパスのいずれかです。
v opt/IBM/WebSphere/AppServer
v C:\IBM\WebSphere\AppServer
profile
IBM InfoSphere Information Server がインストールされているプロファイル名。
スタンドアロン・インストール済み環境の場合、デフォルト値は InfoSphere で
す。クラスター・インストール済み環境の場合、カスタム・プロファイルのデフ
ォルト値は、Customxx です (ここで、xx はプロファイル番号)。
server1
アプリケーション・サーバーの名前。スタンドアロン・インストール済み環境の
場合、デフォルト値は server1 です。クラスター・インストール済み環境で
は、カスタム・プロファイルの下に、複数のアプリケーション・サーバー・ディ
レクトリーが存在する可能性があります。通常の値は、serverx です (ここで、
x は、アプリケーション・サーバー・インスタンスの番号)。 Deployment
Manager プロファイルの場合は、デフォルト値は dmgr です。カスタム・プロ
ファイル下のノード・エージェントの場合は、デフォルト値は nodeagent で
す。
WebSphere Application Server ログ・ファイルの詳細については、以下の WebSphere
Application Server の資料を参照してください。
v バージョン 7.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『メッセージ・ログによる問題の診断』をお読みくだ
さい。
v バージョン 8.0 の場合は、WebSphere Application Server インフォメーション・
センターにアクセスして、『メッセージ・ログによる問題の診断』をお読みくだ
さい。
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第 15 章 インストール全般の問題
以下の問題および解決は、製品スイート全体で発生する可能性がある一般的な問題
に関連したものです。

インストール中に予期しない「User credentials are not valid」エラーが
表示される
インストール・プログラムから新しいオペレーティング・システム・ユーザー・ア
カウントを作成したときに「User credentials are not valid」エラーを受け取った場合
は、正しいパスワードを指定するか、そのユーザー・アカウントを削除します。

症状
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムから新しいオペレーテ
ィング・システム・ユーザー・アカウントを指定したときに、「User credentials are
not valid」エラーを受け取り、インストールを続行できません。オペレーティング・
システム・ユーザー・アカウントの詳細については、 130 ページの『管理者および
所有者のアカウントのセットアップ』を参照してください。

原因
インストール・プログラムから新しいオペレーティング・システム・ユーザー・ア
カウントを指定すると、プログラムは、そのユーザー・アカウントが既に存在する
かどうかを検査します。アカウントが存在する場合には、プログラムは、パスワー
ドが正しいかどうかを検査します。アカウントが存在しない場合には、プログラム
は直ちに、コンピューター上にそのユーザー・アカウントを作成します。インスト
ールを完了する前にプログラムを終了しても、ユーザー・アカウントはコンピュー
ター上に残ります。続けてインストールを再実行して、同じユーザー名と別のパス
ワードを指定すると、「User credentials are not valid」エラーを受け取ります。

環境
すべてのサポートされるオペレーティング・システム。

問題の解決
オペレーティング・システム・ユーティリティーを使用して、ユーザー・アカウン
トがコンピューター上に存在するかどうかを判別します。必要に応じて、パスワー
ドを変更します。その後、インストールを続行します。

インストール・ログ・ファイルの IWAV0003E 警告
インストール・ログ・ファイルの IWAV0003E 警告は無視できます。

症状
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IBM WebSphere Application Server エンタープライズ・アーカイブ (EAR) デプロイ
メント・フェーズで、以下のテキストのような警告がインストール・ログ・ファイ
ルに書き込まれます。
[exec] +++ Warning +++: Mon Sep 18 19:36:18 BST 2010 IWAV0003E
Could not reflect methods for com.ascential.xmeta.shared.
ILocalTransactionalBusiness because one of the methods references
a type that could not be loaded. Exception: java.lang.
NoClassDefFoundError: com.ascential.xmeta.exception.ServiceException

環境
すべての環境。

問題の解決
このエラーは無視できます。 EAR は正常にインストールされています。
EAR 内のクラスが、EAR インストール処理のクラスパスにないために、この警告
は発行されます。 EAR のインストール後に、クラスは正しく解決されます。

DB2 のインストール時に警告が発生する
IBM InfoSphere Information Server のインストール中に、IBM DB2 Database for
Linux, UNIX, and Windows のインストール中に警告が発生したことを示すメッセー
ジが表示されたり、「Open File - Security Warning」メッセージが表示されたりす
ることがあります。

症状
DB2 のインストール中に、警告などのメッセージが表示されます。

問題の解決
警告が「Open File - Security Warning」メッセージである場合には、無視します。
これ以外の場合には、以下のステップを実行します。
1. インストール・ログ・ファイルで、以下の行のようなメッセージを探します。
WARNING: com.ascential.acs.installer.asb.InstallDB2Action
WRepositoryInstaller65507: Warnings occurred installing DB2.
For details see the log file:
C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥db2_install.log

2. 警告メッセージで示されたログ・ファイルを表示します。 SQL1362W や
SQL20189W などの警告は無視できます。これらは、次のデータベースの開始ま
で更新が有効にならないことを警告するものです。これらの警告は、インストー
ル中にインストール・プログラムが DB2 を停止して再実行するため、重要では
ありません。
DB2 ログ・ファイル内の特定の警告メッセージの詳細については、 DB2 の資料を
参照してください。
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/
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VMware ESX でのインストールの問題
VMware ESX 仮想コンピューター上で IBM InfoSphere Information Server をインス
トールする際に問題が生じた場合には、システムが過負荷状態になっていないかを
確認します。

症状
インストールを試行すると、以下の 1 つ以上の問題が発生します。
v システムのパフォーマンスが遅くなり、インストールに、予期していたよりはる
かに時間がかかる。
v 一部のポートが使用できないため、IBM DB2 インストールが失敗する。
v 一部のポートが使用できないため、IBM WebSphere Application Server インスト
ールが失敗する。

原因
ターゲット・システムが過負荷状態になっています。

環境
Microsoft Windows、Linux (SUSE、Red Hat)

問題の解決
システムの負荷を軽減してから、インストールを再試行します。

ユーザー作成エラーがログ・ファイルに表示される (Linux、UNIX)
ユーザー作成に関するいくつかのエラーがログ・ファイルに含まれている場合に
は、インストールを実行する前にユーザーが存在していることを確認します。

症状
以下の行のようなエラーがログ・ファイルにあります。
WARNING: com.ibm.is.install.core.CommonProcess Exit Code: 1, Error /bin/chown:
cannot access `/home/xmeta’: No such file or directory type
SEVERE: com.ibm.is.install.core.util.User CDIIN3185E: Changing ownership failed
WARNING: com.ibm.is.install.core.CommonProcess Exit Code: 9, Error groupadd:
Group `iauser’ already exists.
SEVERE: com.ibm.is.install.core.util.User CDIIN3183E: groupadd command failed
with return code: 9

原因
ユーザーがまだ存在しません。 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) また
は Network Information Service (NIS) を実行しているシステムでは、IBM
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行する前に、ユーザ
ー・レジストリー内にすべてのユーザーを作成する必要があります。インストー
ル・プログラムは、アカウントが存在しない場合は、メタデータ・リポジトリー・
データベース・オーナーおよび IBM InfoSphere Information Analyzer ユーザーを作
成しようとします。インストール・プログラムは、LDAP または NIS が使用可能に
設定されているシステムでは、ユーザーを作成できません。
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インストール・プログラムを実行する前に作成したユーザーにはすべて、有効なホ
ーム・ディレクトリーが定義されている必要があります。

問題の解決
すべてのユーザーを作成してから、インストール・プログラムを再度実行します。
130 ページの『管理者および所有者のアカウントのセットアップ』を参照してくださ
い。

「The publisher could not be verified」メッセージ
IBM InfoSphere Information Server のインストール時における、「The publisher
could not be verified. Are you sure you want to run this software?」などのメッセー
ジは無視できます。

症状
ブラウザー・ウィンドウでウィンドウが表示されます。ウィンドウにメッセージ
「The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?」
が表示されます。

原因
インストール・プログラムおよび関連ユーティリティーが署名されていません。

環境
Microsoft Windows 7 および Microsoft Windows Vista

問題の解決
メッセージを無視して、インストールを続行します。このメッセージが InfoSphere
Information Server インストールの途中で現れても、それはセキュリティー・リスク
を示すものではありません。

インストール時に「There is no script engine for file extension '.js'」
メッセージが表示される
Microsoft Windows のインストール時に、「There is no script engine for file
extension '.js'」というメッセージを受け取った場合には、Windows Script Engine を
修復または再インストールします。

症状
インストール時に、「There is no script engine for file extension '.js'」というメッセ
ージを受け取ります。

原因
Microsoft Windows Script Engine がインストールされていないか、作動不能になっ
ています。
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環境
Microsoft Windows

問題の診断
コマンド・プロンプト・ウィンドウを開いて、以下のコマンドを入力します。
cscript myfile1.js

ここで、myfile1 は、新規ファイルの名前です。
以下のメッセージを受け取った場合には、Windows Script Engine のインストールで
の問題があります。
Input Error: There is no script engine for file extension ".js".

問題の解決
Windows Script Engine を修復または再インストールします。詳細については、
Microsoft の資料を参照してください。このエラーを引き起こす Windows Script
Engine での既知の問題があります。

Web ブラウザー・セッションがクローズしたときに、インストール処理が
ハングする
Web ブラウザーまたはブラウザー・タブがクローズしたあとで例外が発生した場
合、あるいは、ブラウザー・セッションがタイムアウトになった場合、インストー
ル・プロセスは、ユーザー応答を待って止まったままになります。

症状
インストール・プロセスは、応答を待って止まったままになります。

原因
インストール・セッションの間にインストール・プロセスを実行している Web ブ
ラウザー・ウィンドウまたはタブがクローズし、インストールが例外に遭遇した場
合、インストール・プロセスはユーザー応答を待って止まったままになります。
注: この問題を回避するには、ブラウザーまたはブラウザー・タブをインストー
ル・セッションの間中、使用可能にします。

環境
グラフィカル・モード・インストール

問題の解決
1. 次のコマンドを実行して、IBM InfoSphere Information Server の現行インストー
ルをアンインストールします。
cd /opt/IBM/InformationServer/_uninstall
./uninstall -verbose
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2.

329 ページの『ソフトウェア削除の完了 (Linux、UNIX)』 または 325 ページの
『ソフトウェア削除の完了 (Windows)』 で説明されているように、手動でクリ
ーンアップ・タスクを行います。

3. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server の新規インストールを
開始します。
cd <image>/is-suite
./setup -rsp response.txt -force -verbose

IBM InfoSphere Information Server のインストール時のフィックスパッ
クのバージョンのエラー
InfoSphere Information Server をインストールする前に、別に IBM WebSphere
Application Server を事前インストールする場合、7.0.0.11 より新しいフィックスパ
ックがインストールされていると、インストール・プログラムはエラーで停止しま
す。Fix Pack 7.0.0.11 と iFix IFPM20596 がインストールされている場合も問題が
発生します。これらのエラーは無視してもかまわず、インストールを続行できま
す。

症状
「前提条件の確認」ページに、次の行のようなメッセージが表示されます。メッセ
ージは、インストール・ログ・ファイルにも書き込まれます。
警告: com.ibm.is.install.check.WebSphereVersionChecker iFix が WebSphere
Application Server インストールで検出されませんでした。
情報: 失敗: CDIPR2118I: WebSphere Application Server バージョンにフィックス
パック 6.1.0.29:IFPK96868, 6.1.0.29:MultiOS-IFPK99266, 6.1.0.29:IFPK99560,
7.0.0.11:IFPK96868, 7.0.0.11:IFPM20596, 7.0.0.11:IFPM21207 があることを確認
してください。バージョン 7.0.0.11 用のフィックスパック {1} を検出しました。
解決: WebSphere Application Server フィックスパックのインストールの指示に従
って、Java SDK およびフィックスパックを必要なレベルにインストールします。

原因
これらのフィックスパックと一緒にインストールされる Java software development
kit (SDK) は、インストール・プログラムが期待するよりも高いバージョンです。し
かし、InfoSphere Information Server はこのバージョンをサポートします。

環境
すべての環境

問題の解決
コマンド・ラインで、-force オプションを付けてインストール・プログラムを再始
動します。このオプションによって、「前提条件の確認」ページで、たとえ前提条
件の検査で警告またはエラーが返されても続行できるチェック・ボックスが使用可
能になります。
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-force オプションは注意して使用してください。前提条件の検査で現れた他の警告
またはエラーは必ずすべて解決します。警告またはエラーを未解決のままでインス
トールを続行すると、操作不可の InfoSphere Information Server インスタンスの結
果になる恐れがあります。

第 15 章 インストール全般の問題
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第 16 章 認証の問題
以下の問題と解決は、認証に関連しています。

ディレクトリーとユーザー許可
インストールが失敗した場合、IBM InfoSphere Information Server をインストールす
るユーザーが、InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーに対す
る読み取りおよび書き込み許可を持っているかどうかを確認します。
下表に、指定されたユーザーでの読み取りおよび書き込み許可が必要なデフォルト
の InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーを示します。
表 86. 必要なディレクトリー許可
インストー
ル・コンポー
ネント

ディレクトリー

InfoSphere
Information
Server

インストールの親ディレクト 読み取り、ま
リー:
たは読み取り
と書き込み
Linux

許可

UNIX

v /opt

ユーザー
Linux

UNIX

v root ユーザー
Windows

v ローカル管理者、またはロ
ーカル管理者特権を持つド
メイン管理者

v /opt/IBM
Windows

v C:¥
v C:¥IBM
v %WinDir%: Windows ディ
レクトリー。通常、
C:¥WINDOWS
InfoSphere
Information
Server

インストール・ディレクトリ 読み取りと書
き込み
ー:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer
Windows

Linux

UNIX

v root ユーザー
Windows

v ローカル管理者、またはロ
ーカル管理者特権を持つド
メイン管理者

v C:¥IBM¥InformationServer
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表 86. 必要なディレクトリー許可 (続き)
インストー
ル・コンポー
ネント
エンジン層と
IBM
InfoSphere
DataStage

ディレクトリー

許可

インストールの親ディレクト 読み取り、ま
リー:
たは読み取り
と書き込み
Linux

ユーザー
InfoSphere DataStage 管理者
(デフォルトのユーザー名は
dsadm)

UNIX

v /opt
v /opt/IBM
Windows

v C:¥
v C:¥IBM
v %WinDir%: Windows ディ
レクトリー。通常、
C:¥WINDOWS
エンジン層と
InfoSphere
DataStage

インストール・ディレクトリ 読み取りと書
ー:
き込み
Linux

InfoSphere DataStage 管理者
(デフォルトのユーザー名は
dsadm)

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer
Windows

v C:¥IBM¥InformationServer
InfoSphere
Information
Server

一時ディレクトリー:
Linux

UNIX

v /tmp
Windows

v このディレクトリーは、通
常、『x:¥Documents and
Settings¥user_name¥Local
Settings¥temp』 ディレク
トリーです。ここで、
user_name は、製品をイン
ストールするユーザーの
Microsoft Windows ログイ
ン名です。 Windows
Server 2008 および
Windows 7 では、このデ
ィレクトリーは、通常、
『x:¥Users¥user_name¥
AppData¥Local¥Temp』ディ
レクトリーです。
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読み取りと書
き込み

Linux

UNIX

v root ユーザー
v データベース・インスタン
ス・オーナー (デフォルト
のユーザー名は db2inst1)
Windows

v ローカル管理者、またはロ
ーカル管理者特権を持つド
メイン管理者
v データベース・オーナー
(デフォルトのユーザー名
は db2admin)

表 86. 必要なディレクトリー許可 (続き)
インストー
ル・コンポー
ネント
メタデータ・
リポジトリー

ディレクトリー

許可

データベース・サーバー・
ディレクトリー:
IBM DB2 を使用している場
合:

読み取り、ま
たは読み取り
と書き込み

Linux

UNIX

v /opt
v /opt/IBM
v /opt/IBM/db2/V9.5/ (DB2
バージョン 9.5)

ユーザー
Linux

UNIX

v データベース・インスタン
ス・オーナー (デフォルト
のユーザー名は db2inst1)
Windows

v データベース・オーナー
(デフォルトのユーザー名
は db2admin)

v /opt/IBM/db2/V9.7/ (DB2
バージョン 9.7)
Windows

v C:¥
v C:¥IBM
v C:¥IBM¥SQLLIB
v %WinDir%: Windows ディ
レクトリー。通常、
C:¥WINDOWS
別のデータベース・システム
を使用している場合には、そ
のデータベース・システムの
資料でディレクトリー許可情
報を参照してください。
メタデータ・
リポジトリー

データベース・ストレージ・ 読み取りと書
き込み
ディレクトリー:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer/
Repository
Windows

Linux

UNIX

v データベース・インスタン
ス・オーナー (デフォルト
のユーザー名は db2inst1)
Windows

v データベース・オーナー
(デフォルトのユーザー名
は db2admin)

v C:¥DB2
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表 86. 必要なディレクトリー許可 (続き)
インストー
ル・コンポー
ネント
IBM
WebSphere
Application
Server

ディレクトリー

許可

インストール・ディレクトリ 読み取りと書
き込み
ー:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/WebSphere/
AppServer
Windows

ユーザー
Linux

UNIX

v root ユーザー
Windows

v ローカル管理者、またはロ
ーカル管理者特権を持つド
メイン管理者

v C:\IBM\WebSphere\
AppServer
AIX

v /usr/IBM/WebSphere/
AppServer

ユーザー特権
インストールが失敗した場合は、IBM InfoSphere Information Server をインストール
するユーザーが必要な特権を持っているかどうかを確認します。
InfoSphere Information Server をインストールするには、次のようにします。
v

v
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Windows

ローカル管理者、あるいはローカルの管理者グループに直接割り当て
られたローカル・ユーザーまたはドメイン・ユーザーとしてログインする必要が
あります。
Linux

UNIX
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root ユーザーとしてログインする必要があります。

第 17 章 アプリケーション・サーバーの問題
以下の問題と解決は、サービス層およびアプリケーション・サーバーに関連したも
のです。

IBM WebSphere Application Server インストールの問題の解決
このトラブルシューティング情報は、IBM WebSphere Application Server を IBM
InfoSphere Information Server と一緒にインストールする場合に使用します。

症状
WebSphere Application Server を IBM InfoSphere Information Server と一緒にインス
トールすると、 WebSphere Application Server インストールが失敗します。

環境
すべてのサポートされる環境。

問題の診断
WebSphere Application Server インストールが失敗した場合には、以下のログ・ファ
イルを検討します。
v WebSphere Application Server ログ・ファイル。詳細については、WebSphere
Application Server 資料の以下のトピックを参照してください。
– WebSphere Application Server Network Deployment 7.0: WebSphere Application
Server Network Deployment 7.0: インストールのトラブルシューティング
v InfoSphere Information Server インストール・ログ・ファイル:
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

/opt/IBM/InformationServer/logs/
WebSphereInstall.log

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥logs¥
WebSphereInstall.log

次のエラーを検索します。
INSTCONFFAILED: Cannot create profile:
The profile does not exist

問題の解決
以下のいずれかの問題が原因で、 WebSphere Application Server インストール処理
に問題が生じている可能性があります。
Microsoft Windows
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環境変数で、DEBUG 変数が設定されている。
環境変数で DEBUG 変数が設定されていないことを確認します。DEBUG 変数
が設定されている場合は、次のようにします。
1. 環境変数から DEBUG 変数を削除します。
2. コンピューターを再始動します。
3. InfoSphere Information Server を再インストールします。
4. インストールが完了した後、DEBUG 変数をリセットします。
インストール・ユーザーが、Microsoft Windows ディレクトリーに書き込むことが
できない。
インストール・ユーザーは、Windows ディレクトリーに対する書き込み許
可を備えている必要があります。このディレクトリーは、%WinDir% 環境変
数で指定されるディレクトリーです。デフォルトでは、ディレクトリーは、
C:¥WINDOWS です。
Microsoft Windows 2008 では、実際の管理者として実行した場合、または
ユーザー・アカウント制御 (UAC) が有効になっている場合に、この問題は
生じます。
AIX
/etc/filesystems ファイルに重複項目が含まれている。
/etc/filesystems ファイルに重複項目が含まれている場合には、
WebSphere Application Server インストールは、使用可能なディスク・スペ
ースが 0 MB であると報告します。 /etc/filesystems ファイルを編集し
て、重複項目をコメント化してください。

インストール後に IBM WebSphere Application Server ポートを変更す
ると、以降のインストールが失敗する
IBM InfoSphere Information Server のインストール後に、 IBM WebSphere
Application Server 管理コンソールを使用して WebSphere Application Server HTTP
ポート (WC_defaulthost) を変更した場合には、今後のインストール、製品の追加、
および更新が失敗します。

症状
「接続が拒否されました」というエラー・メッセージが、ユーザー・インターフェ
ースまたはログ・ファイルに表示されます。

原因
それぞれの構成ファイルに保管されているオリジナルのインストール設定が、以降
のインストール・アクティビティーで使用されます。WebSphere Application Server
ポート番号がインストール後に変更されると、これらのファイルの中にあるインス
トール設定は適切でなくなります。

問題の解決
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349 ページの『WebSphere Application Server HTTP ポートの変更』の手順に従っ
て、WebSphere Application Server 管理コンソールおよび構成ファイルの中の HTTP
ポートを変更します。

接続問題の解決
ドメイン・ネーム・システム (DNS) サーバーでシステム名を解決できないため、ま
たはアプリケーション・サーバーが実行中ではないため、インストールが失敗する
ことがあります。

症状
IBM InfoSphere Information Server のインストールは、ドメイン・ネーム・システム
(DNS) でシステム名を解決できない場合に失敗します。インストール・プログラム
は、以下のメッセージのようなエラー・メッセージを返します。
CDIIN2107E: Unable to validate the IBM InfoSphere Information Server user name name
and password for host hostname at port port_number. The
returned message is:
java.net.UnknownHostException: hostname.
Confirm that 1) WebSphere Application Server is running; 2) you entered the correct
user name and password; 3) the port number is correct.

原因
インストール・コンピューターと、サービス層のアプリケーション・サーバーの間
の通信が確立されていません。以下の問題が原因で、この問題が生じる可能性があ
ります。
v アプリケーション・サーバーへの接続で、短いホスト名を使用している。
v アプリケーション・サーバーへの接続で、アプリケーション・サーバーのインス
トール時にコンピューターが保持していた名前と一致しないホスト名を使用して
いる。
v 短いホスト名が、長いホスト名と同じ IP アドレスにマップされない。
v アプリケーション・サーバーが実行中ではない。

問題の診断
サービス層が hostname.domain にインストールされている場合には、以下の ping
コマンドを使用して、短いホスト名および長いホスト名への接続をテストします。
ping hostname
ping hostname.domain

問題の解決
1. アプリケーション・サーバーが実行中であることを確認します。
2. etc/hosts ファイルが、サービス層コンピューターの短いホスト名と長いホスト
名を使用して正しく構成されていることを確認します。
3. 必要なすべてのポートが、クライアント層、エンジン層、およびサービス層のコ
ンピューターの間で開いていることを確認します。
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4. サービス層コンピューターへのアクセスに使用するホスト名が、アプリケーショ
ン・サーバーのインストール時にコンピューターで保持されていたのと同じ名前
であることを確認します。
5. localhost とコンピューター・ホスト名の両方がループバック IP アドレスにマッ
プされている状態ではないことを確認します。このアドレスの IPv4 バージョン
は 127.0.0.1 であり、IPv6 バージョンは ::1/128 です。localhost のみを IP アド
レス 127.0.0.1 にマップします。以下の例で、これらの項目が正しく指定されて
いる etc/hosts ファイルを示します。
127.0.0.1 | ::1/128 localhost.localdomain localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx machinelonghostname
machineshorthostname

xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx は、コンピューターに固有の IP アドレスです。
6. ホスト名が正しく構成されていないコンピューターでエンジン層またはサービス
層がインストールされている場合には、 IBM InfoSphere Information Server を再
インストールします。

ユーザー名の変更または有効期限切れの後に、IBM WebSphere
Application Server を始動できない
WebSphere Application Server またはメタデータ・リポジトリー用に作成したユーザ
ー名またはパスワードが変更された場合、またはその有効期限が切れた場合には、
アプリケーション・サーバーは始動しません。

症状
アプリケーション・サーバーが始動しません。

原因
WebSphere Application Server ユーザー名またはパスワードが変更されたか、有効期
限が切れたか、またはメタデータ・リポジトリーのユーザー名またはパスワードが
変更されたか、有効期限が切れました。WebSphere Application Server の始動と停止
には、ユーザー認証が必要です。ユーザー名またはパスワードが変更されたか、有
効期限が切れたためにユーザー認証が失敗する場合、これらの開始コマンドと停止
コマンドは失敗します。

問題の解決
IBM InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーは、以下のコマン
ドで install_home として示されます。
注: AppServerAdmin コマンドはユーザー名もパスワードも検証しません。
Linux

UNIX

Linux または UNIX インストール済み環境の場合は、以下のステップに従
って問題を解決してください。
1. サービス層コンピューターに root としてログインします。
2. WebSphere Application Server 管理者ユーザーのパスワードを変更するに
は、次のコマンドを入力します。
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install_home/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was -user user_name
-password new_password

3. メタデータ・リポジトリー・ユーザーのパスワードを変更するには、以
下のステップを実行します。
a. 新規パスワードを使用してデータベースに接続できることを確認しま
す。
b. 次のコマンドを入力して、新規パスワード情報を登録します。
install_home/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user user_name
-password new_password

c. すべての WebSphere Application Server プロセスを再実行します。
「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してくださ
い。
Windows

Microsoft Windows インストール済み環境の場合は、以下のステップに従っ
て問題を解決してください。
1. サービス層コンピューターに、管理者特権を持つユーザーとしてログイ
ンします。
2. WebSphere Application Server 管理者ユーザーのパスワードを変更するに
は、次のコマンドを入力します。
install_home\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was -user user_name
-password new_password

3. メタデータ・リポジトリー・ユーザーのパスワードを変更するには、以
下のステップを実行します。
a. 新規パスワードを使用してデータベースに接続できることを確認しま
す。
b. 次のコマンドを入力して、新規パスワード情報を登録します。
install_home\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -db -user user_name
-password new_password

c. すべての WebSphere Application Server プロセスを再実行します。
「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してくださ
い。
内部レジストリーを使用するときの新規の WebSphere Application Server ユーザー
の追加について詳しくは、『内部ユーザー・レジストリーへの IBM WebSphere
Application Server 管理者ユーザーの追加』を参照してください。

内部ユーザー・レジストリーへの IBM WebSphere Application Server
管理者ユーザーの追加
WebSphere Application Server 管理者ユーザーおよびパスワードが分からない場合に
は、内部ユーザー・レジストリーにユーザーを作成できます。

症状
内部ユーザー・レジストリーを使用しているときに、WebSphere Application Server
管理者ユーザーおよびパスワードが分かりません。
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原因
パスワードが変更されたか、ユーザーが削除されました。

問題の解決
IBM InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーは、以下のコマン
ドで install_home として示されます。
Linux

UNIX

Linux または UNIX インストール済み環境の場合は、以下のステップに従
って問題を解決してください。
1. サービス層コンピューターに root としてログインします。
2. 次のコマンドを入力して、管理者特権を持つユーザーを InfoSphere
Information Server 内部ユーザー・レジストリーに追加します。
install_home/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user -admin
-userid new_user_name -password new_password

3. 次の AppServerAdmin コマンドを入力して、WebSphere Application
Server 構成内のユーザー名またはパスワードを更新します。
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh
-was -user name -password password
Windows

Microsoft Windows インストール済み環境の場合は、以下のステップに従っ
て問題を解決してください。
1. サービス層コンピューターに、管理者特権を持つユーザーとしてログイ
ンします。
2. 次のコマンドを入力して、管理特権を持つユーザーを InfoSphere
Information Server 内部ユーザー・レジストリーに追加します。
install_home\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user -admin
-userid new_user_name -password new_password

3. 次の AppServerAdmin コマンドを入力して、WebSphere Application
Server 構成内のユーザー名またはパスワードを更新します。
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat
-was -user name -password password

LDAP に切り替えた後の WebSphere Application Server レジストリーの
修復
「LDAP ユーザー・レジストリーへの切り替え」に説明された手順を使用せずに、
内部レジストリーから Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レ
ジストリーに切り替えた場合、IBM WebSphere Application Server プロセスを停止
できないことがあります。

症状
MetadataServer.sh stop コマンドまたは stopServer.sh コマンドのどちらかを使用
しているときに、WebSphere Application Server を停止できません。
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環境
オプション。まだタイトルまたは説明 (略記) にない環境詳細があれば記述します。

問題の解決
WebSphere Application Server レジストリーを修復します。
1. WebSphere Application Server プロセスを強制終了します。
2. sudo vi を使用して、ファイル /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/config/cells/hostNameNode01Cell/security.xml 内の次の設定を
編集します。
a. enabled="true" の最初のインスタンスを "false" に変更します。
b. appEnabled="true" の最初のインスタンスを "false" に変更します。
3. WebSphere Application Server を開始します。
4. wasadmin を使用して WebSphere Application Server 管理コンソールにログイン
します。
注: ステップ 2 で security.xml に加えた変更のために、コンソールはパスワ
ードの入力を求めるプロンプトを出しません。
5. 「セキュリティー」 > 「グローバル・セキュリティー」で、「構成」をクリッ
クして、次の情報を入力します。
a. 「1 次アドミニストレーター・ユーザー名」を「wasadmin」に設定します。
b. 「リポジトリーに保管されているサーバー ID」を選択して、ユーザー ID
を「wasadmin」に設定し、パスワードを入力します。
6. 「適用」をクリックし、次に「OK」をクリックします。これによって、「グロ
ーバル・セキュリティー」ページに戻ります。
7. 「管理セキュリティーを有効にする」チェック・ボックスと「アプリケーショ
ン・セキュリティーを有効にする」チェック・ボックスを選択します。
8. 「Java 2 セキュリティー」チェック・ボックスのチェックを外します。
9. 「適用」をクリックします。メッセージがフォームの上部に表示されます。メ
ッセージの内の「保存」リンクをクリックします。
10. WebSphere Application Server 管理コンソールからログアウトします。
11. これで WebSphere Application Server をスムーズに停止できることをテストし
ます。
a. WebSphere Application Server を停止します。
注: WebSphere Application Server はエラーなしで停止できるはずですが、そ
れでも次のステップを行って、問題が修正されたことを確認する必要があり
ます。
b. WebSphere Application Server を開始します。
c. WebSphere Application Server を停止します。エラーなしで停止できるはず
です。
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サービス層のパフォーマンス
サービス層の速度が遅い場合、IBM WebSphere Application Server トレースをオン
にしていないことを確認してください。

症状
サービス層の実行速度が遅い。IBM WebSphere Application Server トレースのデフ
ォルトの設定は「オフ」です。

問題の解決
この問題を回避するには、IBM InfoSphere Information Server をインストールして使
用する前に、IBM WebSphere Application Server に加えたすべての変更がデフォル
トの設定値に戻されていることを確認します。
問題を解決するには、IBM WebSphere Application Server トレースをオンにしてい
ないことを確認してください。
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第 18 章 IBM InfoSphere Information Server のレポート作成
の問題
以下の問題および解決は、レポート作成に関連したものです。

InfoSphere Information Server コンソールまたは InfoSphere
Information Server Web コンソールからレポート結果を表示できない
クラスター環境で、レポート結果を表示しようとしたときに「Page Not Found」エ
ラー・メッセージが表示された場合、セキュリティー・プロセスが実行されている
可能性があります。エンコードされたスラッシュ文字を許可するように httpd.conf
構成ファイルを編集してから、Web サーバーを再実行できます。

症状
クラスター環境でプロセスを実行した後に、「Page Not Found」エラー・メッセー
ジが表示されて、レポート結果を表示できません。

原因
セキュリティー対策として、Web サーバーでは、一部の URL がエンコードされま
す。 URL 内の各スラッシュは特殊文字としてエンコードされます。この特殊文字
は、 httpd.conf 構成ファイルが読み取ってから、デフォルトでリジェクトしま
す。

環境
ここでのアドバイスは、IBM HTTP Server または Apache Web Server で実行され
るクラスター環境に適用されます。

問題の解決
1. httpd.conf 構成ファイルを開きます。このファイルは、構成ディレクトリーに
あります (install-home¥IBM¥HTTPServer¥conf¥httpd.conf)。
2. AllowEncodedSlashes 値を ON に設定します。
3. このファイルを保存してから、Web サーバーを再実行します。 Web サーバーが
管理対象サーバーとしてインストールされている場合には、 IBM WebSphere
Application Server 管理コンソールを使用して再実行します。そうではない場合
には、Web サーバーがインストールされているコンピューターにログインして
から、Web サーバーを再実行します。

レポート作成エンジンのトレース・ロギングを使用可能/使用不可に設定
IBM ソフトウェア・サポートが関わる必要がある問題またはエラーが発生した場合
には、詳細な内部プロセスを報告するために、トレース・ロギングをセットアップ
できます。レポート作成エンジンのトレース・ロギングを使用可能にすることで、
IBM ソフトウェア・サポートがエラーを診断する際に役立つログを生成できます。
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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症状
適用外。

問題の解決
1. コンピューターで、コマンド・プロンプトまたはターミナル・ウィンドウを開き
ます。
2. 以下のコマンドを入力して、レポート作成エンジンでロギングを使用可能にしま
す。
オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

installdir/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user username
-password password
-el

Windows

installdir¥ASBServer¥bin¥ReportingAdmin.bat
-user username -password password
-el

-authfile パラメーターを指定する場合、-user および -password パラメータ
ーはオプションです。-authfile パラメーターを使用して、資格情報ファイルの
場所を指定してください。
3. 前に受け取ったエラーを引き起こしたプロセスを再実行します。
4. エラーが発生した後に、ログ・ファイルが入った .zip ファイルを作成します。
ログ・ファイルは、以下のディレクトリーにあります。
v IBM WebSphere Application Server クラスタリングが使用可能な場合は、ロ
グ・ファイルは、クラスター内の各サーバー上のレポート作成ワークスペース
内に作成されます。各サーバーで、レポート作成ワークスペースは、オペレー
ティング・システムで定義された一時フォルダー内にあります。パスのフォー
マットは以下のとおりです。
¥tempfolder¥informationServer¥servername¥engine¥JREPORT
例: C:¥WINDOWS¥Temp¥informationServer¥myservernode1¥engine¥JREPORT
v クラスタリングが使用可能ではない場合は、ログ・ファイルは以下のディレク
トリーにあります。
オペレーティング・システム

ディレクトリー

Linux、UNIX

installdir/bin/InformationServer/
ASBServer/apps/Reporting/engine/JReport/
logs

Windows

installdir¥bin¥InformationServer¥
ASBServer¥apps¥Reporting¥engine¥
JReport¥logs

5. このログの .zip ファイルを IBM ソフトウェア・サポートに送信します。
6. 詳細ログの収集が終わったら、トレース・レベル設定を元の状態にロールバック
します。コマンド・プロンプトで、以下のコマンドを入力して、ロギングを使用
不可にします。
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オペレーティング・システム

コマンド

Linux、UNIX

installdir/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user username
-password password -dl

Windows

installdir¥ASBServer¥bin¥ReportingAdmin.bat
-user username -password password -dl
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第 19 章 クライアントおよびコンソールの問題
以下の問題および解決は、クライアント・エラーおよびログイン問題に関連したも
のです。

Java Virtual Machine のロードが失敗する
開始時に、オペレーティング・システムが十分な量のヒープ・メモリーを割り振る
ことができない場合に、クライアント・アプリケーションで、Java Virtual Machine
(JVM) のロードが失敗する可能性があります。

症状
クライアント・アプリケーションが失敗し、以下のメッセージのようなエラー・メ
ッセージを出します。
Internal error - Failed to load the Java Virtual Machine

原因
JVM は、使用するように構成されたメモリーを割り振ることができません。通常、
このエラーが発生するのは、同時に実行されているクライアント・プロセスが多す
ぎる場合です。

問題の解決
\ASBNode\conf\proxy.xml ファイルのアプリケーション固有のセクションで
MaximumHeapSize に指定されている値を減らします。このファイルは、IBM
InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーにあります。
クライアントが正常に開始するまで、この値を減らし続けます。複数のクライアン
ト・アプリケーションが実行している場合、すべてのクライアントについてこの値
を減らすことが必要な場合があります。proxy.xml ファイル内のコメントは、クラ
イアント・アプリケーションごとの構成セクションを示します。MaximumHeapSize
の一般的な値には、64、128、256、348、512 などがあります。
変更を加えた後、クライアントを再始動してメモリーの再割り振りを行う必要があ
ります。

リッチ・クライアントのログインの失敗
サービス層に接続できないためにリッチ・クライアントのログインが失敗した場合
には、いくつかの考えられる原因についてトラブルシューティングできます。

症状
クライアントのログインの失敗は、以下の情報で特定できます。
v クライアントからのスタック・トレースに、メッセージ「Trace from server」が
含まれていない。
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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v スタック・トレースに、例外の根本原因がソケット接続エラーであると示されて
いる。
v エラー・メッセージに、ホスト名およびポート番号が含まれている。
v エラー・メッセージに、RegistrationHelper 例外が含まれている。
スタック・トレースおよびエラー・メッセージは、シチュエーションによって異な
ります。接続障害は、「Could not connect to server」や「port out of range」など、
ネットワーク接続に関するエラー・メッセージで特定できます。また、接続障害
は、下例のようなスタック・トレースでも明らかにすることができます。
Exception type: javax/security/auth/login/LoginException
Exception message: Could not connect to server [green3] on port [9081].
Exception stack trace:
javax.security.auth.login.LoginException:
Could not connect to server [green3] on port [9081].
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.getLoginException
(AuthenticationService.java:978)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:355)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManagerException:
Caught an unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:76)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:349)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelperException:
Caught an unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:694)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:587)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingConfigProperties
(RegistrationHelper.java:566)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:173)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:73)
... 1 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:352)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:214)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:201)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:368)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:526)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:476)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:407)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:542)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:246)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:319)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:336)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient
(HttpURLConnection.java:858)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect
(HttpURLConnection.java:799)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect
(HttpURLConnection.java:724)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream
(HttpURLConnection.java:1047)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:677)
... 5 more

問題の解決
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問題を解決するには、失敗の原因に応じて、以下のソリューションのいずれかを適
用します。
原因

ソリューション

クライアント・コンピューターのホスト・フ
ァイルに、無効なホスト名または IP アドレ
スの項目が含まれている。

クライアント・コンピューターのホスト・フ
ァイルを更新して、サーバー・ホスト名をク
ライアントから解決できるようにする。

サーバーの listen ポートが、ファイアウォー アプリケーション・サーバーの TCP/IP ポー
トが、ファイアウォールによってブロックさ
ルによってブロックされている可能性があ
れていないことを確認する。
る。
アプリケーション・サーバーが実行中ではな
い。

アプリケーション・サーバーが実行中である
ことを確認します。

クラスター環境で、フロントエンド HTTP
ディスパッチャーのホスト名およびポートを
指定していない。

インストール済み環境内に IBM WebSphere
Application Server クラスタリングが実装され
ている場合には、クライアントを、フロント
エンド HTTP ディスパッチャーのホスト名
およびポートに向ける。 (デフォルト・ポー
トは 80。) Deployment Manager のホスト名
およびポートを指定した場合、または単一ク
ラスター・メンバーのホスト名およびポート
を指定した場合には、クライアントのログイ
ンは失敗します。

WebSphere Application Server ポートを変更
したか、システム上のホスト・ファイルを変
更したが、変更後に WebSphere プロセスを
再実行しなかった。

スタンドアロン (非クラスター) 環境では、
IBM WebSphere Application Server を再実行
します。
クラスター環境では、クラスターを再実行し
ます。

IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインする際の
問題の解決
WebSphere Application Serverを IBM InfoSphere Information Server とともに使用
し、 WebSphere Application Server 管理コンソールにログインできない場合に、こ
のトラブルシューティング情報を使用します。

症状
InfoSphere Information Server を実行している WebSphere Application Server インス
トール済み環境の WebSphere Application Server 管理コンソールにログインするこ
とができません。

原因
ログインが失敗する理由は複数あります。

環境
このアドバイスは、 InfoSphere Information Server によってサポートされるすべて
の環境に適用されます。
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問題の診断
デフォルトの IBM WebSphere Application Server 管理者のユーザー名およびパスワ
ードを使用していることを確認します。 WebSphere Application Server 管理者のユ
ーザー名が分からない場合は、 WebSphere Application Server security.xml ファイ
ルを表示してください。
重要: このファイルは変更しないでください。
security.xml ファイルは、以下のディレクトリー内にあります。
v

Windows

¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥profile_name¥config¥cells¥cell¥security.xml

v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile_name/config/cells/cell/security.xml

profile_name は、使用している WebSphere Application Server プロファイルの名前
です (デフォルト名は InfoSphere)。 cell は、WebSphere Application Server セルの
名前です。
ユーザー名は、アクティブ・ユーザー・レジストリーの userRegistries エレメント内
の serverId 属性で指定されます。アクティブ・ユーザー・レジストリーの serverId
を表示していることを確認します。 security.xml ファイル内のアクティブ・ユー
ザー・レジストリーを見つけるには、ファイル内で activeUserRegistry ストリン
グを検索します。このファイルには、activeUserRegistry=UserRegistry のような項
目が含まれています。ここで、UserRegistry の値は、構成に応じて異なります。
security.xml ファイルの残りでこの値を検索します。これにより、現行アクティ
ブ・ユーザー・レジストリーが分かります。レジストリーにアクセスできることを
確認します。例えば、LDAP ユーザー・レジストリーを使用している場合には、
LDAP サーバーが実行されていて、そのサーバーに接続できることを確認します。
InfoSphere Information Server 内部レジストリーを使用している場合には、
InfoSphere Information Server が使用するデータベース・サーバーが実行されてい
て、そのサーバーにアクセスできることを確認します。

問題の解決
ユーザー名またはパスワードが無効であるか不明である場合には、以下のようにし
ます。
1. パスワードを変更します。
v インストール済み環境が、InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジ
ストリーを使用するように構成されている場合には、以下の DirectoryAdmin
コマンドを入力して、パスワードを変更します。
Windows

install_home¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin -user -userid wasadmin_username
-password wasadmin_password
Linux
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install_home/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user -userid wasadmin_username
-password wasadmin_password

v インストール済み環境が、外部ユーザー・レジストリー (ローカル・オペレー
ティング・システムのユーザー・レジストリーや LDAP ユーザー・レジスト
リーなど) を使用するように構成されている場合には、オペレーティング・シ
ステムまたは LDAP のユーティリティーを使用して、パスワードを変更しま
す。
2. 以下の AppServerAdmin コマンドを入力して、 WebSphere Application Server お
よび InfoSphere Information Server の構成を更新します。
Windows

install_home¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin -was -user username
-password password
Linux

UNIX

install_home/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was -user username
-password password

IBM WebSphere Application Server クラスター・メンバーが削除された
後の接続の問題
WebSphere Application Server クラスターのすべてのメンバーを削除すると、
WebSphere Application Server 管理コンソールまたは IBM InfoSphere DataStage ク
ライアントの接続の問題が発生することがあります。

症状
WebSphere Application Server 管理コンソールにアクセスできないか、InfoSphere
DataStage クライアントにログインできません。最近、WebSphere Application Server
クラスターのすべてのメンバーを削除し、再度メンバーを追加しました。

原因
クラスターからすべてのクラスター・メンバーが削除されると、クラスター・テン
プレートが削除されます。新しいクラスター・メンバーは、デフォルトのクラスタ
ー・テンプレートを使用してセットアップされます。デフォルトのテンプレートは
IBM InfoSphere Information Server と互換性がありません。

環境
すべての環境。

問題の解決
1. 「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」の『新規クラスター・メンバ
ーの追加』で説明されているように、クラスターを再作成します。クラスターは
まだ開始しないでください。
2. デプロイメント・マネージャーをホストするコンピューターで、次のコマンドを
実行します。
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v

v

UNIX

Linux

installdir/ASBServer/bin/reconfigure_was_cluster.sh
-user wasadmin_user -password wasadmin_password
Windows

installdir¥ASBServer¥bin¥reconfigure_was_cluster.bat -user
wasadmin_user -password wasadmin_password

wasadmin_user と wasadmin_password は、WebSphere Application Server 管理者
のユーザー名とパスワードです。
3. 「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」の『アプリケーション・サー
バー・プロセスの再始動』で説明されているように、クラスターを開始します。
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第 20 章 削除の問題
以下の問題と解決は、IBM InfoSphere Information Server 製品に関連したものです。

IBM InfoSphere Information Server のインストールが繰り返し失敗する
前の IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境用に使用されていた
コンピューターで、インストールが繰り返し失敗する場合には、前のインストール
済み環境が完全に削除されていることを検査してください。

症状
前の IBM InfoSphere Information Server インストールに使用されていたコンピュー
ターで、インストールが失敗しました。

原因
前のインストール済み環境が完全に削除されていない、または、ソフトウェア削除
処理の完了後にコンピューターを再始動していない。

環境
この説明は、すべてのオペレーティング・システムに適用されます。

問題の解決
InfoSphere Information Server をインストールする前に、インストールが失敗した場
合も含め、 InfoSphere Information Server の前のインストール済み環境を完全に削
除する必要があります。新規インスタンスをインストールするインストール場所か
ら、前のバージョンの InfoSphere Information Server を削除する必要があります。
また、InfoSphere Information Server インストール・プログラムで、 DB2 および
WebSphere を再インストールするには、その前に、ターゲットのインストール場所
から DB2 および WebSphere を削除する必要もあります。
確実に前のインストール済み環境を完全に削除するには、前のインストール済み環
境について、手動ソフトウェア削除ステップを実行します。
Microsoft Windows では、前にインストールされたバージョンがクラ
注: Windows
イアントのみのインストール済み環境である場合にのみ、複数のバージョンの
InfoSphere Information Server を存在させることができます。 InfoSphere Information
Server をインストールするには、その前に、非クライアント InfoSphere Information
Server インストール済み環境をすべて完全に削除する必要があります。
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アンインストール時のランタイム・エラーの無視
ある問題が、アンインストール処理の間に重要でないエラー・メッセージを表示さ
せてしまうことが分かっています。

症状
アンインストール処理の間に、ASBAgent を削除しようとすると、次のエラー・メ
ッセージが表示されます。
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way

原因
これは、Visual C++ Runtime .dll ファイル (msvcrt.dll) に関する既知の問題で、
Microsoft Knowledge Base に記載されています。

環境
この説明は、Microsoft Windows XP オペレーティング・システムに適用されます。

問題の解決
このエラーは無視してください。アンインストール処理は、処理中にエラーが発生
しなければ正常に完了します。

クライアントのアンインストール時に MKS ツールキット・エラーが発生す
る
Microsoft Windows コンピューターには、同時に 1 つのバージョンの MKS ツール
キットしか存在できません。 MKS ツールキットは、IBM InfoSphere Information
Server クライアントとともにインストールされます。新しいバージョンのクライア
ントをインストールすると、クライアントとともにパッケージされているバージョ
ンの MKS ツールキットで、システム上にある古いバージョンの MKS ツールキッ
トが上書きされます。これにより、MKS ツールキットと古いバージョンの IBM
InfoSphere Information Server クライアント間のバージョン非互換性の問題が生じま
す。バージョン非互換性は、古い InfoSphere Information Server クライアントを削
除した場合にも問題を引き起こす場合があります。

症状
InfoSphere Information Server クライアントを削除しようとすると、以下のように、
バージョン非互換性の問題を示すいくつかの症状が表れる可能性があります。
v 古い InfoSphere Information Server クライアントを削除しようとすると、ソフト
ウェア削除プログラムが MKS ツールキットを削除しようとするときにエラー・
メッセージが表示されます。古いバージョンの InfoSphere Information Server ク
ライアントに、新しいバージョンの MKS ツールキットに対する互換性がないた
め、メッセージが表示されます。
以下のエラー・メッセージが表示されます。
ERROR: The product bean "installMksClientAction" could not be loaded...
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v 古い InfoSphere Information Server クライアントのソフトウェア削除の最後に、
以下のエラー・メッセージが表示されます。
Could not uninstall assembly: uid=mksinstaller : version = 8.0.0.0: instance = 1

v IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.0.1 クライアントを削除した後
に、製品のショートカットが、Windows の「スタート」メニューから削除されま
せん。

原因
新しいバージョンの MKS ツールキットがインストールされて、削除しようとして
いる InfoSphere Information Server クライアントでインストールされた既存バージ
ョンが上書きされています。複数のバージョンの InfoSphere Information Server ク
ライアントをインストールした場合には、コンピューター上に残っている唯一のバ
ージョンの MKS ツールキットは、インストールした最新バージョンの InfoSphere
Information Server クライアントとともにパッケージされているバージョンです。
現行バージョンの MKS ツールキットをインストールしたバージョンの InfoSphere
Information Server クライアントを、MKS ツールキットを削除せずに削除した場合
には、残っているクライアントは、引き続き実行されます。ただし、残っているク
ライアントを後から削除しようとした場合に、 MKS ツールキットを削除しようと
すると、バージョン非互換性のために、エラー・メッセージを受け取る可能性があ
ります。

環境
このアドバイスは、すべての Microsoft Windows オペレーティング・システムに適
用されます。

問題の解決
すべての IBM InfoSphere DataStage および InfoSphere Information Server クライア
ントを削除したが、それでも MKS ツールキットが残っている場合は、ご使用のバ
ージョンの Windows で使用可能なプログラムの追加と削除機能を使用して、削除
することができます。MKS ツールキットを削除したあと、コンピューターをリブー
トします。
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第 5 部 付録
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インストール・ディレクトリー
この付録には、IBM InfoSphere Information Server および個々の層のインストール・
ディレクトリーに関する情報が記載されています。

IBM InfoSphere Information Server のインストール・ディレクトリー
(すべての層)
このディレクトリーには、InfoSphere Information Server のインストールされたソフ
トウェアが含まれます。層に応じて、このディレクトリー構造には、エンジン、ラ
イブラリー、通信エージェント、ジョブ・モニター、リソース・トラッカー、Java
ランタイム環境、構成ファイル、およびアンインストール・ファイルが含まれま
す。
このディレクトリーは、InfoSphere Information Server インストール・プログラムに
よって作成されます。
root ユーザーとインストール・プログラムを実行するユーザーの両方に、InfoSphere
Information Server インストール・ディレクトリーに対する読み取り、書き込み、お
よび実行の許可が必要です。
このディレクトリーは、ハイパフォーマンス・ファイル・システム上にプランニン
グしてください。
インストールの後と InfoSphere Information Server 更新の後には、このディレクト
リーをバックアップします。
以下の表に、 InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリーに関し
てオペレーティング・システムに固有の情報を示します。
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表 87. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー: オペレーティング・シ
ステム固有の情報
オペレーティング・シス
テム
Linux

UNIX

デフォルト・ディレクトリー・
パス
追加要件
/opt/IBM/InformationServer

v dsadm アカウント
(InfoSphere Information Server
エンジンの管理者) に以下の
許可が必要です。
読み取りおよび実行
/opt/IBM/
InformationServer
ディレクトリーの下
のすべてに対して
読み取り
/opt、/opt/IBM、お
よび
/opt/IBM/
InformationServer
ディレクトリーに対
して
重要: ディレクトリーの所有
権と許可は、 InfoSphere
Information Server インスト
ール・プログラムの実行時に
設定されます。
v インストール・ディレクトリ
ーがネットワーク・ファイ
ル・システム (NFS) 上にあ
る場合は、no_root_squash
オプションを使用可能にし、
nosetuid オプションをオフ
にして、そのファイル・シス
テムをエクスポートします。
v 最上位のマウント・ポイント
にソフトウェアをインストー
ルしないでください。代わり
に、マウント・ポイント内の
別のサブディレクトリーにイ
ンストールしてください。イ
ンストールするディレクトリ
ーの所有権と許可は、インス
トールで変更されます。すべ
てのマウント・ポイントでこ
れらの変更が可能であるとは
限らないため、インストール
が失敗する原因となります。
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表 87. InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー: オペレーティング・シ
ステム固有の情報 (続き)
オペレーティング・シス
テム

デフォルト・ディレクトリー・
パス
追加要件
C:¥IBM¥InformationServer

Windows

仮想ドライブ (マップされたド
ライブ、置換されたドライブ、
または SAN ドライブ) にイン
ストールしないでください。

インストール・ディレクトリー・パスには、次の文字のみ含めることができます。
v 0-9
v [a-z][A-Z]
v - (ハイフン)
v _ (下線)
v . (ピリオド)
Windows では、スペース文字も使用できます。
パスの中に、アクセント付き文字、2 バイト文字、または次の特殊文字を含めない
でください。 ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | ¥/ ? > <, { } [ ]

メタデータ・リポジトリー層コンピューター上に作成されるその他のディレ
クトリー (IBM DB2 のみ)
新しい DB2 インスタンスが InfoSphere Information Server インストール・プログラ
ムまたは DB2 インストール・プログラムによってインストールされた場合、次の
ディレクトリーが作成されます。他のデータベース・システム・タイプについて
は、データベース・システムの文書を参照してください。
Linux

UNIX

インストール・プログラムを実行するユーザーは、/var およ
び /usr/local/bin ディレクトリーを含むファイル・システムに対する書き込み権
限を持っている必要があります。これらのディレクトリーが、IBM AFS ファイル・
システムなどのネットワーク・マウントのファイル・システム上にある場合、イン
ストールのユーザー ID が書き込み権限を持っていることを確認します。
データベース・サーバーのインストール・ディレクトリー
このディレクトリーには、データベース・サーバーの実行可能ファイルおよ
びライブラリーが含まれます。
DB2 はローカル・ファイル・システム上になければなりません。DB2 は、
マウントされた NFS ボリュームからのデータベース・ソフトウェアの実行
をサポートしますが、マウントされた NFS ボリュームへのインストールは
サポートしません。
以下の表に、データベース・サーバーのインストール・ディレクトリーに関
してオペレーティング・システムに固有の情報を示します。
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表 88. データベース・サーバーのインストール・ディレクトリー: オペレーティング・シス
テム固有の情報
オペレーティング・システム
Linux

UNIX

Windows

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

追加要件

/opt/IBM/db2

なし

C:¥IBM¥SQLLIB

なし

インストール・ディレクトリー・パスには、次の文字のみ含めることができ
ます。
v 0-9
v [a-z][A-Z]
v - (ハイフン)
v _ (下線)
v . (ピリオド)
Windows では、スペース文字も使用できます。
パスの中に、アクセント付き文字、2 バイト文字、または次の特殊文字を含
めないでください。 ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | ¥/ ? > <, { } [ ]
DB2 インスタンス・オーナーのホーム・ディレクトリー
以下の表に、 DB2 インスタンス・オーナーのホーム・ディレクトリーに関
してオペレーティング・システムに固有の情報を示します。
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表 89. DB2 インスタンス・オーナーのホーム・ディレクトリー: オペレーティング・システ
ム固有の情報
オペレーティング・システム
Linux

UNIX

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

追加要件

v DB2 インスタンス・オー
ナー: /home/db2inst1
v DB2 管理サーバーのユー
ザー ID: /home/dasusr1

DB2 インスタンス・オーナ
ーには、そのホーム・ディレ
クトリーに対する読み取り、
書き込み、および実行の許可
と、その親ディレクトリーに
対する読み取り許可が必要で
す。
ディレクトリーがネットワー
ク・ファイル・システム
(NFS) 上にある場合は、
no_root_squash オプション
を使用可能にし、nosetuid
オプションをオフにして、そ
のファイル・システムをエク
スポートします。
Solaris

グローバル・ゾー
ンまたは非グローバル・ゾー
ンにインストールするには、
root ユーザーには、これらの
ディレクトリーに対する書き
込み権限が必要です。
Windows

DB2 インスタンス・オーナ
ー: 『c:¥Documents and
Settings¥db2admin』 または
c:¥Users¥db2admin

DB2 インスタンス・オーナ
ーは、そのホーム・ディレク
トリーを完全に制御できる必
要があります。

データベース・ストレージ・ディレクトリー
このディレクトリーには、InfoSphere Information Server のオペレーション
のデータが含まれます。このデータは、データ・ソースのデータとは別個の
異なるもので、以下のデータベースを含みます。
v メタデータ・リポジトリー。このデータベースの名前は通常、xmeta で
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer の分析データベース。分析データベ
ースが 1 つしかない場合、その名前は通常、iadb です。
v IBM InfoSphere QualityStage のテスト結果データベース (デフォルト・デ
ィレクトリーなし)
このディレクトリーは、InfoSphere Information Server インストール・プロ
グラムによって作成されます。このディレクトリーは、高速の読み取り/書
き込み性能を持つファイル・システムに置いてください。
このディレクトリーは定期的にバックアップしてください。一般に、データ
ベースは、データベース・システムで提供される方式を使用してバックアッ
プします。
インストール・ディレクトリー
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以下の表に、データベース・ストレージ・ディレクトリーに関してオペレー
ティング・システムに固有の情報を示します。
表 90. データベース・ストレージ・ディレクトリーの追加要件とデフォルト・パス
オペレーティング・システム
Linux

UNIX

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス
/opt/IBM/
InformationServer/
Repository

追加要件
v DB2 データベース・イン
スタンス・オーナー
(db2inst1) は、メタデー
タ・リポジトリーと分析デ
ータベースを保管するディ
レクトリーを所有している
必要があります。
v ディレクトリーがネットワ
ーク・ファイル・システム
(NFS) 上にある場合は、
no_root_squash オプショ
ンを使用可能にし、
nosetuid オプションをオ
フにして、そのファイル・
システムをエクスポートし
ます。

C:¥DB2

Windows

なし

サービス層コンピューター上に作成されるその他のディレクトリー
InfoSphere Information Server インストール・プログラムまたは WebSphere
Application Server インストール・プログラムによって、次のディレクトリーがサー
ビス層コンピューター上に作成されます。
アプリケーション・サーバーのインストール・ディレクトリー
このディレクトリーには、WebSphere Application Server の実行可能ファイ
ルおよびライブラリーが含まれます。これには、以下のサービスが含まれま
す。
v InfoSphere Information Server の共有サービス
v 製品モジュール固有のサービス
以下の表に、アプリケーション・サーバーのインストール・ディレクトリー
に関してオペレーティング・システムに固有の情報を示します。

490

プランニング、インストール、および構成ガイド

表 91. アプリケーション・サーバーのインストール・ディレクトリー: オペレーティング・
システム固有の情報
オペレーティング・システム
Linux

UNIX

Windows

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

追加要件

/opt/IBM/WebSphere/
AppServer

ディレクトリーがネットワー
ク・ファイル・システム
(NFS) 上にある場合は、
no_root_squash オプション
を使用可能にし、nosetuid
オプションをオフにして、そ
のファイル・システムをエク
スポートします。

C:\IBM\WebSphere\AppServer

なし

インストール・ディレクトリー・パスには、次の文字のみ含めることができます。
v 0-9
v [a-z][A-Z]
v - (ハイフン)
v _ (下線)
v . (ピリオド)
Windows では、スペース文字も使用できます。
パスの中に、アクセント付き文字、2 バイト文字、または次の特殊文字を含めない
でください。 ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | ¥/ ? > <, { } [ ]

各エンジン層コンピューター上に作成されるその他のディレクトリー
各エンジン層コンピューターに、次のディレクトリーが作成されます。これらのデ
ィレクトリーは、InfoSphere Information Server インストール・プログラムによって
作成されます。
InfoSphere Information Server エンジンのプロジェクト・ディレクトリー (ランタ
イム・シャドー・リポジトリー)
これらのディレクトリーには、以下のプロジェクト関連項目が含まれます。
v ジョブ実行可能ファイル
v コンパイル済みルーチン
v Buildop ステージ・タイプ
v ジョブ・ランタイム成果物
v ジョブ状況レコード
v デザイン・オブジェクトのキャッシュ・バージョン
v メッセージ・ハンドラー・ファイル
v IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーターが定義する、プロジェク
ト固有の変数の DSParams ファイル

インストール・ディレクトリー
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v サーバー・ジョブ用に Hashed File ステージが作成するファイル (デフォ
ルトの場所)。しかし、別のファイル・システムに Hashed File ステージ
のファイルを作成するほうが適切です。
通常、ディスク・スペースはインストール・ファイル・システム内のデフォ
ルト・ディレクトリーに制限されるため、プロジェクトはそれぞれのファイ
ル・システム内に作成します。ジョブがコンパイルされるときに、そのソー
スは、メタデータ・リポジトリーから抽出され、ジョブのコンパイルを容易
にするために、ランタイム・リポジトリーに保管されます。プロジェクト・
ディレクトリーは、各ジョブのプロジェクト、ジョブ、およびランタイム・
メタデータの数に応じて、数千のファイルとサブディレクトリーを含むまで
大きくなる可能性があります。
InfoSphere Information Analyzer は、列分析のようなオペレーションのため
に専用のプロジェクト・ディレクトリーを作成します。さらに、各
InfoSphere Information Analyzer プロジェクトは、InfoSphere Information
Analyzer 内の InfoSphere DataStage プロジェクトに関連付けられます。
InfoSphere DataStage プロジェクト・ディレクトリーは、エンジン層上の
InfoSphere DataStage で構成された場所にあります。
以下の表に、プロジェクト・ディレクトリーに関してオペレーティング・シ
ステムに固有の情報を示します。
表 92. プロジェクト・ディレクトリー: オペレーティング・システム固有の情報
オペレーティング・システム
Linux

UNIX

Windows

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

追加要件

/opt/IBM/
InformationServer/Server/
Projects

ディレクトリーがネットワー
ク・ファイル・システム
(NFS) 上にある場合は、
no_root_squash オプション
を使用可能にし、nosetuid
オプションをオフにして、そ
のファイル・システムをエク
スポートします。

C:¥IBM¥InformationServer¥
Server¥Projects

なし

IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage アプリケーショ
ン・ファイルのディレクトリー (プロジェクト・データを除く)
このディレクトリーには、保護されたパラメーター・ファイル、データ・セ
ット・ヘッダー・ファイル、カスタム・コンポーネント、スキーマ、SQL、
シェル・スクリプト、カスタム・ジョブ・ログ、レポートなどの項目が含ま
れます。

データ・ファイル・ストレージ・ディレクトリー
これらのディレクトリーには、パラレル・エンジンの一時データ・ファイル
および中間データ・ファイルが含まれます。
v エンジン一時ストレージ (スクラッチ、一時、およびバッファー)
v 代理キー・ファイルなどの、InfoSphere Information Server 成果物
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v パラレル・データ・セットのセグメント・ファイル
v ソース・ファイルのステージング・ストレージおよびアーカイブ・ストレ
ージ
エンジンは、一時ストレージを使用して、データ・セットを保持し、仮想デ
ータ・セット・レコードを一時的にバッファリングします。これらのディレ
クトリーは、InfoSphere Information Server のインストール・ディレクトリ
ーの外部に計画します。
すべてのサーバーで使用可能な同一マウント・ポイントで、高性能のファイ
ル共用システム上にあるローカル (内部) ストレージを使用します。
パフォーマンスを上げるために、それぞれのデータおよびスクラッチ・リソ
ース・パーティションに対して、別々のファイル・システムを作成します。
例えば、開発チームと実動チームがインストール済み環境を共用する場合、
それぞれのチームのデータおよびスクラッチ・ディレクトリーを異なるファ
イル・システムに分けて、別々の環境を作成します。
インストールの後、パラレル構成ファイルを編集して、ディスクやスクラッ
チ・ファイル・システムなどのリソースを実行時にジョブに割り当てます。
パラレル・エンジン構成ファイルの詳細は、「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。
以下の表に、データ・ファイル・ストレージ・ディレクトリーに関してオペ
レーティング・システムに固有の情報を示します。
表 93. データ・ファイル・ストレージ・ディレクトリー: オペレーティング・システム固有
の情報
オペレーティング・システム
Linux

UNIX

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス

追加要件
ディレクトリーがネットワー
ク・ファイル・システム
(NFS) 上にある場合は、
no_root_squash オプション
を使用可能にし、nosetuid
オプションをオフにして、そ
のファイル・システムをエク
スポートします。

v /opt/IBM/
InformationServer/
Server/Datasets
v /opt/IBM/
InformationServer/
Server/Scratch

Windows

なし

v
C:¥IBM¥InformationServer¥
Server¥Datasets
v
C:¥IBM¥InformationServer¥
Server¥Scratch

各クライアント層コンピューター上に作成されるその他のディレクトリー
InfoSphere Information Server インストール・プログラムによって、次のディレクト
リーが各クライアント層コンピューター上に作成されます。
InfoSphere Information Server クライアントのインストール・ディレクトリー
このディレクトリーには、IBM InfoSphere Information Server コンソール、
インストール・ディレクトリー
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InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアン
ト、およびその他のクライアントのインストールされたソフトウェアが含ま
れます。
エンジン層がインストールされたコンピューターにクライアント層をインス
トールする場合、クライアント層とエンジン層は同じ基本ディレクトリー
(C:¥IBM¥InformationServer など) を共有する必要があります。エンジン層
があるシステム上に、複数のバージョンのクライアントをインストールしな
いでください。
以下の表に、 InfoSphere Information Server クライアントのインストール・
ディレクトリーに関してオペレーティング・システムに固有の情報を示しま
す。
表 94. InfoSphere Information Server クライアントのインストール・ディレクトリー
オペレーティング・システム
Windows

デフォルト・ディレクトリ
ー・パス
C:¥IBM¥InformationServer¥
client

追加要件
なし

インストール・ディレクトリー・パスには、次の文字のみ含めることができます。
v 0-9
v [a-z][A-Z]
v - (ハイフン)
v _ (下線)
v . (ピリオド)
Windows では、スペース文字も使用できます。
パスの中に、アクセント付き文字、2 バイト文字、または次の特殊文字を含めない
でください。 ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | ¥/ ? > <, { } [ ]
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命名規則と制約事項
この付録には、IBM InfoSphere Information Server プロジェクトの命名規則、および
IBM InfoSphere Information Server が使用する基礎のコンポーネントによって課され
る制約事項に関する情報を記載しています。

ユーザー ID およびパスワードの命名上の制約
ユーザー ID とパスワードに選択する名前には、いくつかの制約事項が適用されま
す。これらの制約事項は、IBM InfoSphere Information Server が使用する基礎のコン
ポーネントによって課されます。
すべてのユーザー ID およびパスワード
次の文字は使用できません。
(空白文字)
! (感嘆符)
" (二重引用符)
# (番号記号)
$ (ドル記号)
% (パーセント符号)
' (単一引用符)
: (コロン)
¥ (円記号)
{ (左中括弧)
} (右中括弧)
先頭または末尾の空白文字 (スペース、タブ、行継続文字など) は、インス
トール・プログラムによって除去されます。既存のユーザー ID とパスワー
ドは、その定義の中で、先頭または末尾の空白文字を含むことができませ
ん。
内部ユーザー・レジストリーのユーザー ID
英数字と次の文字のみ使用できます。
_ (下線)
- (ハイフン)
¥ (円記号)
= (等号)
. (ピリオド)
IBM WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワード
次の文字は使用できません。
v スペース文字
v ^ (キャレット)
IBM DB2 データベースのユーザー名
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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v 以下の文字は、オペレーティング・システムで許されている場合は、ID
に使用できます。
A から Z
0 から 9
# (番号記号)
! (感嘆符)
% (パーセント符号)
( (左括弧)
) (右括弧)
$ (ドル記号。先頭文字にすることはできません。)
Linux および UNIX のユーザー名とパスワードは、数字で始めることは
できません。
v UNIX で、 DB2 データベースは、 DB2 インスタンス・オーナー、
DB2 fenced ユーザー、および DB2 アドミニストレーターのユーザー・
アカウントを必要とします。これらのアカウント名は、次の文字で始める
ことができません。
SQL
SYS
IBM
v さらに、これらのアカウント名は、次の単語を使用できません。
USERS
ADMINS
GUESTS
PUBLIC
LOCAL
データベース・システムの SQL 参照内のすべての SQL 予約語
v 名前にアクセント付き文字を含めることはできません。
v UNIX および Linux のユーザー、グループ、およびインスタンス名は、
小文字であることが必要です。
文字長の制限
v AIX オペレーティング・システム・ユーザー ID: 8
v WebSphere Application Server ID: 60
v DB2 ユーザー ID とパスワード:
– UNIX および Linux: 8
– Microsoft Windows: 30

プロジェクト名の規則
プロジェクトに名前を付けるときに、この規則を使用します。
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IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere QualityStage、および IBM InfoSphere
Information Analyzer は、ジョブ、分析、およびログを、これらのプロジェクト内に
保管します。
最初のインストールのときに、1 つの InfoSphere DataStage プロジェクトの名前を
選択する必要があります。プロジェクトの名前は、最大 40 文字に制限されます。
プロジェクト名には、英数字と下線 (_) を使用できます。プロジェクト名には、次
の予約文字の組み合わせは使用できません。
v ds
v DS
v uv
v UV

例
実用的な命名方式では、プロジェクト名はソース・コード制御を反映します。プロ
ジェクトがソース制御によって進んでいくときに、フェーズとプロジェクトの名前
は、次の形式でバージョンを示します。
Phase_ProjectName_version

ここで、Phase は、次のアプリケーション開発ライフ・サイクルのフェーズに対応
します。
dev

開発 (Development)

it

統合テスト (Integration test)

uat

ユーザー受け入れテスト (User acceptance test)

prod

実動 (Production)

命名規則と制約事項
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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。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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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。
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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 および rule_set 引数は、同時には使用できませんが、いずれか
を指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数のルール・パックまたは
ルール・セットを指定できることを示します。
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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。 従って、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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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等は、それぞれ
IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストにつ
いては、http://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。
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。
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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 95. 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 96. 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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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。

サービス

15

8

アカウント、ユーザー 130
アクティブ/パッシブ構成
インストールのためのロードマップ
95
仮想 IP アドレスのセットアップ
(Microsoft の例) 157
仮想 IP アドレスのセットアップ
(System Automation for
Multiplatforms の例) 142
クラスターのセットアップ (Microsoft
の例)

サンプル・ロードマップ: 高可用性ア
クティブ/パッシブ構成 95

ユーザーとユーザー・グループの作成

サンプル・ロードマップ: 高可用性ク

(System Automation for

のセットアップ (System Automation

アーキテクチャー

156

クラスターへの InfoSphere Information
Server のインストール (Microsoft の
例) 157
クラスターへの InfoSphere Information
Server のインストール (System
Automation for Multiplatforms の例)
146
高可用性制御スクリプト 159
高可用性制御スクリプトのセットアッ
プ (Microsoft の例) 158
高可用性ソフトウェアのインストール
(System Automation for
Multiplatforms の例) 141
構成の概要 (Linux、UNIX) 134
構成の概要 (Windows) 152
構成例 (MSCS) 137
サーバー・ハードウェアの準備
(Microsoft) 155
サーバー・ハードウェアの準備 (MSCS
の例) 140
テスト (Microsoft の例) 159
テスト (System Automation for
Multiplatforms の例) 149
ネットワークのセットアップ
(Microsoft の例) 155
ネットワークのセットアップ (MSCS
の例) 140
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インストール
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for Multiplatforms の例) 147
リソース・グループの定義と開始
(System Automation for
Multiplatforms の例)
Microsoft の例
アップグレード

143

104

ディレクトリー
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トポロジー 15
パラレル・エンジン構成のシナリオ
65
プランニング

3

別個のエンジン層のシナリオ
方針の概要 71
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スイート全体のインストールのモニタ
ー 275
アプリケーション・サーバー
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プランニング 73
プロファイルの削除

ラスター構成
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モニターの概要
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ログ・ファイル 445, 446
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オ 66
AIX でのトラブルシューティング

エンジン層 (Linux、UNIX) 330
エンジン層 (Windows) 327
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CD 243

サービス層 (Linux、UNIX) 329
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成 86
サンプル・チェックリスト: 非高可用
性基本インストール 78
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コード・ページ
高可用性

パスワード

(Microsoft の例)

設定
変更

403
126

Multiplatforms の例)

InfoSphere Information Server エンジン
436
仮想 IP アドレス
アクティブ/パッシブ構成のセットアッ
プ (Microsoft の例) 157
アクティブ/パッシブ構成のセットアッ
プ (System Automation for
Multiplatforms の例) 142
各国語サポート
サポートされる文字エンコード

238

設定 401
パラレル・エンジン 401
InfoSphere DataStage 用に設定

426

キャッシング・プロキシー 49
キャパシティー・プランニング 63
許可
ディレクトリーとユーザー 457
クライアント
ファイアウォール例外 362
クライアント層
説明 3
クラスター
プランニング 15
クラスター・メンバー
削除後の接続問題の解決 477
クラスタリング
アプリケーション・サーバー 40
グラフィカル・モード
ソフトウェア削除プログラムの開始
316
ソフトウェアの削除
ブラウザーの構成 312
ブラウザーの構成 244
グリッド
構成 58, 60
プランニング 15
グローバリゼーション (NLS)
構成 424
サポートされる文字エンコード 238

514

141

構成の概要 30
考慮事項のデザイン 30
制御スクリプトの使用 (Microsoft の
例) 158
ネットワークのセットアップ
(Microsoft の例) 155
ネットワークのセットアップ (MSCS
の例) 140
必須構成 233
フェイルオーバー

環境変数

137, 153

管理ソフトウェアのインストール
(System Automation for
Multiplatforms の例)

265

からのソフトウェア削除プログラムの
実行 321
規則

503

コンダクター・ノード
コンポーネント
説明

58

3

コンポーネント・インストーラー
説明 5

［サ行］
サーバー・エンジン
開始と停止 436
サーバー・パラメーター
グローバル構成 293

133

DB2 オプション 51
高可用性クラスター構成
インストールのためのロードマップ
104
高可用性災害復旧 (HADR)
インストール・プログラムの実行 187
起動 196
サーバーおよびストレージの準備 185
自動クライアント・リルートの構成
188
スタンバイ・サーバーの構成 190
代替データベースのアドレスとポート
の指定 191
妥当性検査 197
データベースの作成 186
におけるメタデータ・リポジトリーの
セットアップ 184
ユーザーとグループの作成 187
1 次サーバーの構成 188
DB2 データベース・システムのインス
トール 51, 186
高可用性制御スクリプト
概要 159
使用 (System Automation for
Multiplatforms の例) 147
構成
InfoSphere Information Server 349

プランニング、インストール、および構成ガイド

構文 503
コマンド・プロンプト

コマンド・ライン構文

149

アクティブ/パッシブ構成例

開始と停止

314

からインストール

159

アクティブ/パッシブ構成のテスト
(System Automation for

カーネル・パラメーター

削除
コマンド

アクティブ/パッシブ構成のテスト

［カ行］

503

ェント 5
個別モジュール

238

(System Automation for
Multiplatforms の例) 147

511

293

コネクター・アクセス・サービス・エージ

アクティブ/パッシブ構成スクリプト

274

Anywhere

構文
コマンド・ライン

379

384, 385, 386

作成 265

お客様サポート

構成ファイル、Business Glossary
393

すべてのクライアントの構成 293
ホスト名、Business Glossary Anywhere
構成 293
サービス、InfoSphere Information Server
が使用する 123
サービス層
トラブルシューティング 468
サイレント・インストール 265
応答ファイルの使用による 270
サイレント・モード
インストール・プログラムの開始 265
ソフトウェア削除プログラムの開始
321
削除
コマンド・プロンプト (サイレント)
321
InfoSphere Information Server 309
サポート
お客様 511
システム要件 117
システム・ページ
自動チューニング 411
システム・ヘルス・チェッカー 279, 437
自動クライアント・リルート
DB2 データベース・クラスターに対す
る構成 177
HADR 構成のための構成 359

自動クライアント・リルート (続き)

接続
最大数 414
プランニング

HADR セットアップに対する構成
188
情報分析

DB2

プランニング

27

417

ODBC ドライバーのテスト

430

インストール・オプション

255

330

エンジン層 (Windows) 327
サービス層 (Linux、UNIX) 329
サービス層 (Windows)

325

の関係

メタデータ・リポジトリー層
(Windows) 327

3

クライアント/サーバー
専用エンジン層 17

12

含まれる製品コンポーネント
層コンピューター

検査

単一コンピューター

3

エンジン層 335
クライアント層 338

316

Microsoft Windows セキュリティーに
関する通知 316
ソフトウェア要件 117
511

サービス層 333
メタデータ・リポジトリー層 337
タスクとアプリケーションのシャット

［タ行］

ダウン 310
Linux、UNIX の中 329

対称型マルチプロセッシング (SMP) シス
テム 58

エンジン層
サービス層

330
329

メタデータ・リポジトリー層 331
Windows の中 325
エンジン層 327
サービス層 325
メタデータ・リポジトリー層 327
ステージ、Oracle Enterprise 420
ストレージ域ネットワーク (SAN) 60, 63
スワップ領域
増加 415
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 499
セキュア HTTP (HTTPS)
コンポーネントの手動による構成 370
元の HTTP への切り替え 374
InfoSphere Information Server の構成
363
セキュア・シェル・プログラム
構成 381
セキュリティー
応答ファイル内の情報の暗号化 267
構成 376
セグメント・サイズ
増加 405

15

インスタンス 19
複数のサーバー・エンジンを含むイン

74

479

ソフトウェア・サービス

37

16

複数の InfoSphere Information Server

サイレント・モード 321
トラブルシューティング 479
343

18

完全にクラスター化された

8

グラフィカル・モードでの開始

手動で、Linux、UNIX の中 340
エンジン層 342
サービス層 341

33

インストール 15
各層用のコンピューター

ソフトウェアの削除
概要 312

331

メタデータ・リポジトリー層
手動で、Windows の中 332

サービス
説明 3

必要なディレクトリー

メタデータ・リポジトリー層

503

507

アクティブ/パッシブ

5

クライアント
325

エンジン層 (Linux、UNIX)

(Linux、UNIX)

特記事項

15

トポロジー
エンジン

275

スイートの削除
残存ファイルの削除

特殊文字
コマンド・ライン構文

119

層

診断ツール 279, 437
スイートのインストール
モニター

デプロイメント
インストール・トポロジー

大量パラレル処理
計算ノードの構成 (Linux および
UNIX) 379
計算ノードの構成 (Windows) 384
構成 58
コンポーネントのコピー
(Windows) 385
他社の Web サイト
へのリンク 505
データベース
マッチング・デザイナー・データベー
ス 216
データベース接続プロパティー
変更 360
データベースのクラスタリング
概要 51
データベース・システム
インストール方法の決定 71
データ・コレクションと分析 279, 437
データ・ソース
接続プロパティーの変更 360
データ・ソース名
作成 432
指定 428
ディレクトリー
インストール 485

スタンス 23
分析データベースおよび

25

マッチング・デザイナー・データベー
スおよび 25
ITAG インストール 19
ドメイン接続
トラブルシューティング

463

トラブルシューティング
アプリケーション・サーバー

462

一時ファイル 446
インストールの間のメッセージ 452
インストールの失敗 453, 479
インストールのためのユーザー特権
460
サービス層 468
ソフトウェアの削除

479

ドメイン接続 463
トレース・ログを使用可能に設定 470
ユーザー・アカウント 449
ランタイム・エラー、アンインストー
ル 480
レポート結果、表示 469
ログインの失敗 473
ログ・ファイル 445, 446, 451
DB2 インストールの警告 450
InfoSphere Information Server と一緒の
WebSphere Application Server のイン
ストール 461
ISALite ツール 279, 437
JVM の失敗 473
「Page Not Found」エラー 469
VMware ESX 451
WebSphere Application Server 管理コン
ソール 475
WebSphere Application Server レジスト
リー 466
トレース・ログ
使用可能化 470
使用不可に設定 470

索引

515

［ナ行］

パラレル・エンジン (続き)

ネットワーク
プランニング 119
ネットワーク接続ストレージ (NAS)

60

［ハ行］
ハードウェア要件

117

バインド
DB2 パッケージ

429

パスポート・アドバンテージ

243

パスワード

プランニング (続き)

システム・ページ・サイズの自動チュ
ーニングの使用可能化 411

メタデータ・リポジトリー層
ユーザー 130

システム・リソースのモニター

ID

スワップ領域サイズの変更

5

415

データ・セット記述子ファイル 409
パスワードなしの rsh の実行 382

プリインストール要件
層コンピューター 74

ヒープ・サイズの構成

プロジェクトの名前の付け方

ページング・スペースの設定

プロファイル

405

ページング・スペースの設定
(HP-UX) 407

削除 (Linux、UNIX)
エンジン層 330

命名上の制約

495

ページング・スペースの設定

63

(Linux) 408
ページング・スペースの設定

ンバイへ
パラレル処理
概要 58

AIX)

190

計算ノードの構成 (Linux および
UNIX) 379
計算ノードの構成 (Windows)
386

384,

コンポーネントのインストール
(Windows) 385
システム環境の変更 (Windows) 385
対称型マルチプロセッシング (SMP)
システム 58
大量パラレル処理 (MPP) システム
58
パラレル・エンジン (Windows) のリモ
ート・シェル・スクリプトの構成
389
変換処理ライブラリーの配布方式 393
リモート・シェル許可の強化
(Windows) 392
InfoSphere DataStage Designer を使用
したパラレル・エンジン構成のテス
ト (Windows) 391
MKS Korn シェルを使用したパラレ
ル・エンジン構成のテスト
(Windows) 390
MKS Rexecd および Rshd デーモンの
構成 388
RSH の構成 (Windows) 387
パラレル・エンジン
環境変数 401
コンピューターの追加 379
コンポーネントのコピー 380
最大接続数の構成 414
最大ポート番号の構成 414
サンプル・シナリオ 65

516

497

プロセス、InfoSphere Information Server
が使用する 123

ページング・スペースの設定 (IBM

HADR セットアップで 1 次からスタ

73

ページ化プール・サイズの自動チュー
ニングの使用可能化 410

インストール 130
応答ファイル内 267, 274
バックアップ
プランニング

130

WebSphere Application Server

413

11

削除 (Windows)
エンジン層
サービス層

(Solaris) 406
メモリーのデコミットのしきい値の設
定 412
boot.ini ファイルの編集 416
C++ コンパイラー 394
ssh の使用 381
Teradata データベースへの接続
Windows 用の構成
パラレル・ジョブ
構成 403

331

325
327
325

メタデータ・リポジトリー層
フロントエンド Web サーバー
インストール 229

327

クラスタリング 43
代替、フロントエンド・ロード・バラ
421

410

最大メモリーの設定 404
メモリーの増加 (HP-UX) 405
383

増加 413
ファイアウォール
クライアント・プログラムの例外 362
クラスタリング 50
フィックスパック 243
フェイルオーバー 133
ブラウザーの構成
ソフトウェアの削除 312
プランニング
インストール 3
エンジン層 5
キャパシティー 63
クライアント層 3
クラスター 15
グリッド 15
サービス層 8
接続 119
層コンピューター 117
トポロジー 15
ネットワーク 119
ポート 119
マッチング・デザイナー・データベー
ス 216
命名、プロジェクト 497

プランニング、インストール、および構成ガイド

329

メタデータ・リポジトリー層

406

ユーザー特権
ヒープ・サイズ

サービス層

329

ンサー 229
フロントエンド・ディスパッチャー
変更 233
フロントエンド・ロード・バランサー
インストール 230
分析データベース
インストール・プログラムを使用し
た、既存の DB2 インスタンス内へ
の作成 163
既存の DB2 インスタンスにおけるセ
ットアップ 162
既存の Microsoft SQL Server 2008 イ
ンスタンスでの作成 212
サイジング 27
作成方法の決定 71
スクリプトを使用した、既存の Oracle
インスタンス内での作成
(Windows) 203
トポロジー 25
DB2 for z/OS インストール済み環境
内での構成 170
DB2 for z/OS インストール済み環境
内での準備 169
DB2 for z/OS インストール済み環境
内でのセットアップ 169
Microsoft SQL Server データベース・
システムにおけるセットアップ 208
Oracle データベース・システムにおけ
るセットアップ 202
分析レポート
WebSphere Application Server 432
ページ化プール
自動チューニング 410

メタデータ・リポジトリー・データベース

ページング・スペース

406

作成方法の決定

408

自動チューニング
ヘルス・チェッカー
変更の伝搬

411

(Windows)

279, 437

(Linux、UNIX)

Linux、UNIX 355
Windows 356

インスタンス内での作成
(Windows) 203

414

プランニング

167

スクリプトを使用した、既存の Oracle

ポート

プロパティーの更新

119

変更 352
HADR に対する構成

マッチング・デザイナー・データベース
構成 432
作成方法の決定 71
データベース要件 28, 216
場所 25
プランニング

マルチクライアント・マネージャー
命名規則
プロジェクト 497

内での準備 169
DB2 for z/OS インストール済み環境
内でのセットアップ 169
DB2 データベース・クラスター内での
作成 175
dbalias の更新 353
HADR 構成のための作成

216
3

メインフレーム
ジョブの実行 306
メインフレーム・コンポーネント
インストール 303
メインフレーム・ジョブ
ランタイム・ライブラリーのインスト
ール 305
メタデータ
インポートするアプリケーションのイ
ンストール 77
Metadata Asset Manager でのインポー
ト 77
メタデータ・サーバー
開始のトラブルシューティング 464,
465
メタデータ・リポジトリー
概要 11
ホスト名およびポートの変更 353
メタデータ・リポジトリー・データベース
インストール・プログラムを使用し
た、既存の DB2 インスタンス内へ
の作成 163
既存の DB2 インスタンスにおけるセ
ットアップ 162
既存の Microsoft SQL Server 2005 イ
ンスタンスでの作成 208

117

るセットアップ
メモリー

202

スワップ領域を増やす 415
セグメント・サイズの増加
(HP-UX) 405
デコミットのしきい値の設定 412
パラレル・ジョブ用に設定 404
メンテナンス
プランニング 63
文字エンコード
サポートされる 238
モニター
インストール・ログ 275
InfoSphere DataStage プラグインのイ
ンストール 278
PX オペレーターのインストール 278
WebSphere Application Server EAR の
デプロイメント 277
WebSphere Application Server のインス
トール 276

［ヤ行］
130
495

［ラ行］
ライブラリー・パス環境変数
InfoSphere DataStage ライブラリー
426
トラブルシューティング

480

ランタイム・ライブラリー
z/OS ジョブ用のインストール

303,

305
リソース・トラッカー
システム・リソースのモニター
リモート・シェル (RSH)

5

Windows パラレル処理構成のための構
成 387
リモート・シェル・コマンド

186

Microsoft SQL Server データベース・
システムにおけるセットアップ 208
Oracle データベース・システムにおけ

ユーザー
プランニング
ユーザー ID
命名上の制約

417

ランタイム・エラー

DB2 for z/OS インストール済み環境

［マ行］

要件
システム

358

DB2 for z/OS インストール済み環境
内での構成 170

188

383

Enterprise ステージ・ジョブ

165

スクリプトを使用した、既存の DB2
インスタンス内での作成

WebSphere Application Server

概要 460
パラレル・ジョブ

25

スクリプトを使用した、既存の DB2
インスタンス内での構成

126

ユーザー特権

71

サポートされるトポロジー

Solaris 上 406
ページ・テーブル

最大数

変更

既存の Microsoft SQL Server 2008 イ
ンスタンスでの作成 212

407

IBM AIX 上
Linux 上

ユーザー数

(続き)

設定 405
HP-UX 上

構成

382

ロード・バランサー
概要 46
ログイン
トラブルシューティング
ログ・ファイル
インストール 445, 446

473

WebSphere Application Server
ロケール 237
論理層 3

447

［数字］
32 ビット・システム
64 ビット・システム

73
73

A
ASB エージェント

5

B
boot.ini ファイル
/3GB スイッチの削除 416
/PAE スイッチの追加 416
buildop コンポーネント
コンパイラー 394
Business Glossary Anywhere 構成 293
Business Glossary Anywhere、.ini ファイ
ル 293
索引

517

DB2 データベース・システム (続き)

C
Client for Eclipse

メタデータ・リポジトリーと分析デー
タベースの既存のインスタンスの使

298

COBOL コピーブック・ファイル
インストール 303
config.ini

293

C++ コンパイラー
インストール 394
32 ビット Intel システム上の Linux
用 GCC

396

64 ビット IBM System z 上の Linux
用 GCC 398
64 ビット Intel システム上の Linux
用 GCC

397

HP Itanium 396
IBM AIX 395

用

417

Solaris

400

メタデータ・リポジトリーの既存イン

DB2INSTANCE 環境変数

メタデータ・リポジトリー・データベ
ースの既存のインスタンスの使用

スタンスの構成 (Windows)

構成 419
db2nodes.cfg ファイル
構成

(Linux、UNIX)
Informix XPS
アクセスの構成

419

dsenv ファイル
サンプル・エントリー

426

インストール

DSN
作成

430

DB2 for z/OS データベース・システム
分析データベース 169, 170
分析データベースの準備 169
メタデータ・リポジトリー 169, 170
メタデータ・リポジトリーの準備 169
DB2 インストール
警告 450
DB2 セットアップ・プログラム
実行 417
DB2 データベース・クラスタリング
インストール・プログラムの実行 176
概要 51
クラスターの作成 175
検査 183
構成の概要 171
サーバー、ファイル・システム、およ
びストレージの準備 172
自動クライアント・リルートの構成
177
代替データベースのアドレスとポート
の指定 178
ハートビート 172
メタデータ・リポジトリー・データベ
ースの作成 175
ユーザーとグループの作成 176
DB2 データベース・システムのインス
トール 175
HA ソフトウェアのインストール 174
DB2 データベース・システム
構成 418

518

422
307

InfoSphere Business Glossary Anywhere
インストールの準備 291
クライアントのインストールおよび構
成 295

E
EAR デプロイメント
時の警告 449

ユーザー特権の付与

database.properties ファイル
変更 358

167

InfoSphere Business Glossary
構成 435

432

DS_CONNECT

165

InfoSphere Blueprint Director

InfoSphere Business Glossary Client for
Eclipse 298
InfoSphere DataStage

Eclipse クライアント 298
Enterprise ステージ・ジョブ

D

71

DB2DBDFT 環境変数
構成 419

Microsoft Visual Studio .NET
2008 399
Microsoft Visual Studio .NET 2008
Express Edition C++ 399

IBM DB2 データベース・システム
インストール方法の決定
事前インストール 161

162

InfoSphere DataStage の構成

I

インストールのテスト 280, 438
グローバリゼーション (NLS) の構成

417

424
構成 423

F
FilePropagator ユーティリティー
構成変更の伝搬 (Linux、UNIX)
356
構成変更の伝搬 (Windows)

181,

182, 357

変更の伝搬 355
243

Fix Central

G
genkey 267
GLTABSZ パラメーター

431

H
HA ソフトウェア
インストール 174
HADR 構成
自動クライアント・リルートの構成
359
HTTP ポート 349
HTTPS
サンプル・シナリオ 65
https.conf 370, 374

プランニング、インストール、および構成ガイド

DB2 データベース・サーバーでの構成
417
z/OS コンポーネントのインストール
303
InfoSphere DataStage プラグイン
インストールのモニター 278
InfoSphere Information Analyzer
エージェント 5
構成 434
データベース、分析 27
InfoSphere Information Server
インストール 285, 288
インストールの準備 245
削除 309, 314, 325, 329, 332, 333,
335, 337, 338, 340, 341, 342, 343
エンジン層 (Linux、UNIX) 330
エンジン層 (Windows) 327
サービス層 (Linux、UNIX) 329
サービス層 (Windows) 325
メタデータ・リポジトリー層
(Linux、UNIX) 331
メタデータ・リポジトリー層
(Windows) 327
削除の前のタスクとアプリケーション
のシャットダウン 310
Linux、UNIX の中 340
エンジン層 342
サービス層 341
メタデータ・リポジトリー層 343

InfoSphere Information Server (続き)

Microsoft Cluster Service
仮想 IP アドレスのセットアップ

Windows の中 332
エンジン層 335
クライアント層
サービス層

Server のインストール

338

ール
説明 8
InfoSphere Information Server インストー
ル・プログラム
実行 231
InfoSphere Information Server エンジン

ス・システム
メタデータ・リポジトリーの既存のイ
ンスタンスの使用

エージェント 5
InfoSphere Metadata Interchange Bridges

464,

465
InfoSphere QualityStage

48, 230

テム
インストール方法の決定 71
Microsoft Windows Cluster Service (MSCS)
ネットワークのセットアップ 140
Microsoft フェイルオーバー・クラスタ
ー・サービス
クラスターのセットアップ 156
高可用性制御スクリプトのセットアッ
プ 158
構成のテスト
構成例 153

159

ネットワークのセットアップ
MKS ツールキット 275

380

N
473

NAS (network attached storage)

60

L

O

libicu ライブラリー
削除 118
LIBPATH 環境変数
構成 419
LOGTO 430
log.txt 276
lssam 183

ODBC
データ・ソース・バインド 429
ベンダーのドライバー 429
ODBC データ・ソース
アクセスの構成 (Linux、UNIX) 425
アクセスの構成 (Windows) 430
ODBC ドライバー
接続のテスト 430
ojb-conf.jar ファイル
変更 353
Oracle Enterprise ステージ
ジョブ特権 420
Oracle RAC
インストール・プログラムの実行 201
高可用性 55

M
MAXRLOCK パラメーター 431
maxuproc パラメーター
設定 403
MFILES パラメーター 431

71
55

メタデータ・リポジトリーと分析デー
タベースの既存のインスタンスの使
用 (Windows)

203

Oracle 並列サーバー
アクセス権限の付与

419

orchserver アカウント
作成 421

P
「Page Not Found」エラー
トラブルシューティング

469

PX オペレーター
インストールのモニター

278

155

インストール・エラー 480
Windows パラレル処理構成のための構
成 388
MPP

Java Virtual Machine (JVM)
トラブルシューティング

高可用性のオプション
構成 419

タベースの既存のインスタンスの使
用 212

5, 19

J

インストール方法の決定

メタデータ・リポジトリーと分析デー

インストールのテスト 280, 438
グローバリゼーション (NLS) の構成

ISALite 279, 437
ISInstall*.log 275, 278

の確率 201
Oracle データベース・システム

Microsoft SQL Server データベース・シス

282, 440

424
構成 423
IP スプレイヤー・トポロジー

208

199

WebSphere Application Server との通信

Microsoft SQL Server 2008 データベー
ス・システム

InfoSphere Information Services Director

プランニング 3
InfoSphere Metadata Server
開始のトラブルシューティング

セットアップ
ノード名 201
要件 200

Microsoft SQL Server 2005 データベー

431

インストールのテスト

におけるメタデータ・リポジトリーの

157

ユーザーとユーザー・グループの作成
157

333

ITAG インストール
IWAV0003E 449

スクリプトを使用したデータベースの
作成 201

クラスターへの InfoSphere Information

メタデータ・リポジトリー層 337
InfoSphere Information Server Web コンソ

チューニング

Oracle RAC (続き)
157

R
RAID 63
registered-servers.xml
元の HTTP へ切り替える変更
HTTPS の構成の変更 370
RLTABSZ パラメーター 431
rsh コマンド
構成 382
プログラムの場所 382

374

S
SAN (ストレージ域ネットワーク) 60, 63
Secure Sockets Layer (SSL)
InfoSphere Information Server の構成
363
setup コマンド構文 268
SQA レポート
WebSphere Application Server 432
ssh プログラム
構成 381
System Automation for Multiplatforms
構成例 137
SystemErr.log 447
SystemOut.log 277, 447

索引

519

sys.gv_$instance 表
アクセス権限の付与
sys.v_$cache 表

419

アクセス権限の付与

419

WebSphere Application Server のインスト

W

ール
モニター

Web サイト
他社の 505
WebSphere Application Server
インストールのトラブルシューティン

T

グ

T30FILES パラメーター

Teradata Tools and Utilities
インストール 421

クラスター、作成

接続のセットアップ

421

プランニング

Teradata データベース・プログラム
Teradata Tools and Utilities のインスト
ール 421
Tivoli System Automation for
Multiplatforms
インストール 141
仮想 IP アドレスのセットアップ

142

クラスターへの InfoSphere Information
Server のインストール 146
高可用性制御スクリプトのセットアッ
プ 147
構成のテスト 149
ユーザーとユーザー・グループの作成
146
リソース・グループの定義と開始
Tivoli System Automation for

143

Multiplatforms (SA MP)
DB2 データベース・クラスターへのイ
174

U
updateSignerCerts 370
UpdateSignerCerts ツール
SSL、再使用可能化 367
uvconfig ファイル
GLTABSZ パラメーター 431
MAXRLOCK パラメーター 431
MFILES パラメーター 431
RLTABSZ パラメーター 431
T30FILES パラメーター 431
uvodbc.config ファイル
構成 428

V
Version.xml
元の HTTP へ切り替える変更
HTTPS の構成の変更 370
VMware ESX 451

520

227

非クラスター・インストール

Teradata データベース・システム
ユーザーの作成 421

ンストール

SSL、使用可能化

374

236

73

プロファイルの削除 325, 329
フロントエンド Web サーバー、クラ
スタリング用

42, 229

7.0
プロファイル証明書、デフォルトの変
更

373

SSL、使用可能化 365, 366
WebSphere Application Server バージョン
8.0
SSL、使用可能化 366
Windows レジストリー

フロントエンド・ロード・バランサ
ー、クラスタリング用 229
変更の伝搬 355
クラスター構成
(Linux、UNIX) 356
クラスター構成 (Windows)

365

WebSphere Application Server バージョン

クラスターのプランニング 222
クラスター・メンバー、作成 227

Teradata データベース

プロファイル証明書、デフォルトの変
更 373

461

開始のトラブルシューティング
(Windows) 464, 465

431

276

WebSphere Application Server バージョン
6.1

パラレル・エンジンのための編集
ヒープ・サイズを大きくする

410

413

MaxUserPort 414
PagedPoolSize 410
SystemPages 411

357

TcpNumConnections

414

スタンドアロン構成
(Linux、UNIX) 355
スタンドアロン構成
(Windows) 356
ポートの変更 352
レポート 432
HTTP セッション・パーシスタンス
227
HTTP ポートの変更

349

WebSphere Application Server Deployment
Manager
カスタム・プロファイル、作成 226
管理セキュリティー 224
デプロイメント・マネージャー・プロ
ファイル、作成 224
ノード、フェデレート 226
プロファイル管理ツール 224, 226
WebSphere Application Server EAR のデプ
ロイメント
モニター 277
WebSphere Application Server Network
Deployment
インストール 220, 223
クラスター環境、インストール 220,
223
クラスタリングの概要 40
レプリケーション・ドメイン 228
WebSphere Application Server クラスター
サービスとして実行 234
ロード・バランシング 46
WebSphere Application Server クラスタリ
ング
構成、必須 220, 223

プランニング、インストール、および構成ガイド

Z
z/OS コンポーネント
インストール 303
インストール検査
z/OS ジョブ

306

ランタイム・ライブラリーのインスト
ール 305

［特殊文字］
.ds ファイル
データ・セット記述子ファイル 409
.ini ファイル、Business Glossary
Anywhere 293
.zip ファイル
インストール・ログ・ファイル 445,
446
/3GB スイッチ
boot.ini ファイルからの削除 416
/etc/magic ファイル
編集 409
/PAE スイッチ
boot.ini ファイルへの追加 416



Printed in Japan

GA88-4503-00

IBM InfoSphere Information Server

Spine information:

バージョン 8 リリース 7

プランニング、インストール、および構成ガイド



