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IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション・ガイド

IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイ
グレーション
既存のソース・インストールを InfoSphere™ Information Server バージョン 8.7 に移
動するには、以下の手順を使用します。

マイグレーション・トポロジーのデザイン
重要な計画ステップは、ソース・トポロジーとターゲット・トポロジーの両方を説
明するマイグレーション・トポロジーをデザインすることです。
それぞれのマイグレーション・トポロジーは、エンジン層、サービス層、およびメ
タデータ・リポジトリー層の 3 つの層で構成されます。前のバージョンの IBM®
InfoSphere Information Server に慣れている場合、サービス層はドメインと呼ばれて
いました。
これらの 3 つの層をインストールするには、以下の選択肢があります。
v 層を新規コンピューターにインストールするか、層を分散させる場合は複数の新
規コンピューターにインストールします。
v 前のバージョンの InfoSphere Information Server を削除した後で、既存のコンピ
ューターに層をインストールします。
v

Linux

UNIX

ソース・インストールを保存できるように、バージョン 8.7
の層を前のバージョンと一緒に既存のコンピューターにインストールします。

前のバージョンを保存するといくつかの利点があります。まず、マイグレーショ
ン・プロセスの実行中に前のバージョンを引き続き使用できます。2 番目に、前の
バージョンは、バージョン 8.7 のインストールを検証する際に使用できる参照とし
て存在します。
2 つのバージョンを並行してインストールすることを選択した場合は、以下の点に
留意してください。
v バージョン 8.7 と前のバージョンの両方についてシステム要件を満たしている必
要があります。
v ターゲット・コンピューターには、両方のバージョンを同時に実行するのに十分
なディスク・スペース、I/O、プロセッサー能力、メモリー、およびスワップ・ス
ペースが必要です。
v バージョン 8.7 システムは通常、クライアント接続と内部接続にデフォルト以外
のポートを使用します。そのため、クライアント・ユーザーは、サービスとエン
ジン層の接続にデフォルト以外のポートを指定して、ファイアウォールで追加の
ポートを開く必要があります。
v パッチのインストール、サービスのシャットダウンと再開など、システム管理ア
クションを実行するには、管理者は、環境変数を正しいバージョンのインストー
ルに合わせて設定するよう注意する必要があります。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

1

トポロジーの詳細については、基本インストール・トポロジー (Basic installation
topologies) のトピックを参照してください。

複数のエンジン層の使用
ソースまたはターゲット・トポロジーには、複数のエンジン層を含めることができ
ます。
注:
v このトピックでは、用語「エンジン層」を使用します。現在 InfoSphere
DataStage® バージョン 7.5.3 以前を使用している場合は、エンジン層は DataStage
サーバーと呼ばれています。
複数のエンジン層を使用する場合、以下の 2 とおりの構成があります。
v エンジン層をそれぞれ別個のコンピューター上に配置できますが、すべてのエン
ジン層を同じ IBM InfoSphere Information Server サービス層に登録する必要があ
ります。
v それぞれ異なるバージョンの InfoSphere Information Serverが実行されている複数
のエンジン層を同じ UNIX または Linux コンピューター上に配置できますが、
各エンジンをそれぞれ異なるサービス層に登録する必要があります。この構成
は、ITAG インストールと呼ばれます。
InfoSphere Information Server バージョン 8.7 をインストールすると、インストー
ル・ウィザードによって既存のエンジン層が検出されます。バージョン 8.7 インス
トールに使用する固有の ITAG 値とポート番号を指定する必要があります。
複数のエンジン層の詳細については、 基本インストール・トポロジー (Basic
installation topologies) のトピックを参照してください。

手動マイグレーションの実行
バージョン 7.5.3 以前またはバージョン 8.0.1 以降のインストールからマイグレー
ションする場合は、以下の手順を使用して、手動マイグレーションを実行します。
既存の IBM InfoSphere DataStage インストールまたは IBM InfoSphere Information
Server インストールの InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレ
ーションについて詳しくは、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21445403を参照してください。
以下の製品を手動でマイグレーションできます。
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v

3 ページの『InfoSphere DataStage の手動マイグレーション』

v

16 ページの『QualityStage の手動マイグレーション』

v

28 ページの『IBM WebSphere RTI の手動マイグレーション』

v

28 ページの『InfoSphere Business Glossary の手動マイグレーション』

v

29 ページの『InfoSphere FastTrack の手動マイグレーション』

v

30 ページの『InfoSphere Information Analyzer の手動マイグレーション』

v

31 ページの『InfoSphere Metadata Workbench の手動マイグレーション』

v

32 ページの『レポートの手動マイグレーション』
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v

32 ページの『証明情報の手動マイグレーション』

InfoSphere DataStage の手動マイグレーション
InfoSphere DataStage を手動でマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を
使用します。

手順
InfoSphere DataStage を手動でマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を
使用します。
表 1. InfoSphere DataStage を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 7.5.3 以前

『InfoSphere DataStage バージョン 7.5.3 以前またはバージョン 8.0.1 以
降からの手動マイグレーション』

バージョン 8.0.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.migrate.doc/tasks/
exportinglegacyprojects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.migrate.doc/tasks/
importingdatastageprojects.html

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html

InfoSphere DataStage バージョン 7.5.3 以前またはバージョン
8.0.1 以降からの手動マイグレーション
IBM InfoSphere DataStage バージョン 7.5.3 以前またはバージョン 8.0.1 以降から
マイグレーションするには、以下のタスクを実行します。

このタスクについて
このプロセスを使用して、ジョブをバージョン 8.0.1 以降からバージョン 8.7 にマ
イグレーションする前に、マイグレーションするジョブを確認して、手操作による
介入が必要になる可能性がある項目を判別してください。以下のリストで、手動で
ターゲットに移動しなければならない可能性がある追加の項目について説明しま
す。
v プロジェクト・ディレクトリーの下にリストされているパラメーター・セット
v 各プロジェクトの DSParams と、新規プロジェクトのテンプレート内にある
DSParams
v ユーザーが変更した IBM InfoSphere QualityStage™ オーバーライド
v プロジェクト・ディレクトリー内の FTP/Sendmail テンプレート

IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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v プロジェクト・ディレクトリー内の uvodbc.config ファイル
v サーバー・ディレクトリーの下にある MessageHandler
v Java Control Language (JCL) テンプレート (DS390)
v 環境に固有のオプションが含まれているパラレル・エンジン構成の uvconfig フ
ァイル
v dsenv ファイル内のユーザー定義エントリー
v odbc.ini ファイル内のデータ・ソース
v パラレル・エンジン・マップとロケール
v パラレル・エンジン構成ファイル
以下のリストでは、実行しなければならない可能性がある追加のタスクについて説
明します。
v ユーザー名と証明情報マッピングの再作成
v コネクターを更新するためのコネクター・マイグレーション・ツールの実行
InfoSphere DataStage プロジェクトのエクスポート:
InfoSphere DataStage プロジェクトをエクスポートするには、以下のタスクを実行し
ます。
手順
1. 『ジョブ・ログ情報のキャプチャー』
2. 『インストールのバックアップ』
3.

6 ページの『InfoSphere DataStage 設定ファイルの保存』

4.

7 ページの『ジョブ従属性ファイルおよび環境情報の保存』

5.

9 ページの『プロジェクトのエクスポート』

ジョブ・ログ情報のキャプチャー:
ソース・インストールを削除して、ターゲット・インストールで置き換える場合
は、ジョブ・ログ情報を保存します。この情報には、環境設定と、ターゲット・シ
ステムで結果を検証するために後で使用するその他の情報が含まれます。
手順
1. ソース・システムで、少数のジョブを実行して、ジョブ・ログ情報をキャプチャ
ーします。
2. ジョブごとに、以下の手順を実行します。
a. InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター で、いずれかのジョブの
ジョブ・ログ・ビューを開きます。
b. 「プロジェクト」 > 「すべてのエントリーを印刷」 > 「詳細」 > 「ファイ
ルへ出力」を選択してから、ジョブを明確に識別するファイル名を入力しま
す。
3. 将来の使用に備えてログを保存します。

インストールのバックアップ:
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エクスポートまたはインポート・プロセスを開始する前に、インストールをバック
アップします。
手順
インストールをバックアップするには、以下のいずれかの手順を使用します。
表 2. インストールをバックアップするための手順
バージョン

手順

バージョン 7.5.3 以前

『バージョン 7.5.3 以前のバックアップ (Linux および UNIX)』 6 ペー
ジの『バージョン 7.5.3 以前のバックアップ (Microsoft Windows)』

バージョン 8.0.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/t_admin_backup_infsrv.html

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/t_admin_backup_infsrv.html

バージョン 8.5

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/t_admin_backup_infsrv.html

バージョン 8.7

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_restore_super.html

バージョン 7.5.3 以前のバックアップ (Linux および UNIX):
エクスポートまたはインポート・プロセスを開始する前に、インストールをバック
アップします。
手順
1. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを停止します。
a. ユーザー・セッションをすべて切断し、ジョブが実行されていないことを確
認します。
b. InfoSphere DataStage サーバーに dsadm または同等の管理ユーザーとしてロ
グオンします。
c. ../Ascential/DataStage/DSEngine/ ディレクトリーに移動します。
d. dsenv ファイルを入手します。
. ./dsenv

e. 以下のコマンドを実行して、サービスを停止します。
./bin/uv -admin -stop

f. ../Ascential/DataStage ディレクトリーおよびすべてのサブディレクトリー
をバックアップします。プロジェクトが他のディレクトリーにある場合は、
それらのプロジェクトをバックアップします。
g. ジョブで使用する外部ファイルまたはライブラリーが格納されているディレ
クトリーをすべてバックアップします。外部ファイルとは、データ・セッ
ト、ファイル・セット、順次ファイル、ハッシュ・ファイル、およびその他
の類似ファイルです。外部ライブラリーは、パラレル・エンジンによって呼
び出されるカスタム C++ 関数の場合があります。
2. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを開始します。
a. InfoSphere DataStage サーバーに dsadm ユーザーまたは同等の管理ユーザー
としてログオンします。
b. ../Ascential/DataStage/DSEngine/ ディレクトリーに移動します。
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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c. dsenv ファイルを入手します。
. ./dsenv

d. 以下のコマンドを実行して、サービスを開始します。
./bin/uv -admin -start

バージョン 7.5.3 以前のバックアップ (Microsoft Windows):
エクスポートまたはインポート・プロセスを開始する前に、インストールをバック
アップします。
手順
1. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを停止します。
a. すべての DataStage クライアントを閉じます。
b. DataStage サーバーにログオンします。「開始」 > 「設定」 > 「コントロー
ル・パネル」 > 「DataStage」を選択します。
c. 「すべてのサービスの停止」をクリックします。
d. ..¥Ascential¥DataStage ディレクトリーおよびすべてのサブディレクトリー
をバックアップします。プロジェクトが他のディレクトリーにある場合は、
それらのプロジェクトをバックアップします。
e. ジョブで使用する外部ファイルまたはライブラリーが格納されているディレ
クトリーをすべてバックアップします。外部ファイルとは、データ・セッ
ト、ファイル・セット、順次ファイル、ハッシュ・ファイル、およびその他
の類似ファイルです。外部ライブラリーは、パラレル・エンジンによって呼
び出されるカスタム C++ 関数の場合があります。
2. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを開始します。
a. DataStage サーバーにログオンします。「開始」 > 「設定」 > 「コントロー
ル・パネル」 > 「DataStage」を選択します。
b. 「DSRPC サービス」を選択してから、「開始」をクリックします。
c. 「開始」が「自動」としてリストされていない場合は、「開始...」をクリック
してから、「自動」をクリックします。これによって、サーバーがリブート
されるたびにサービスが自動的に再開されます。
d. 「DataStage エンジン・リソース・サービス」と「DataStage Telnet サービ
ス」についてステップ b と c を繰り返します。
InfoSphere DataStage 設定ファイルの保存:
ソース・インストールから設定ファイルを保存します。次に、新規バージョンのイ
ンストール後に、保存した設定をターゲット・インストールの設定ファイルに統合
します。
このタスクについて
次の手順では、環境変数 $DSHOME は、IBM InfoSphere DataStage インストールの
エンジン・ディレクトリーを識別します。
バージョン 7.5.3 以前の場合、Linux および UNIX では、エンジン・ディレクトリ
ーは /user_home/Ascential/DataStage/DSEngine です。ここで、user_home は、
InfoSphere DataStage を最初にインストールした InfoSphere DataStage 管理者のホー

6

IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション・ガイド

ム・ディレクトリーです。 バージョン 8.0.1 以降の場合、エンジン・ディレクトリ
ーは /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine です。デフォルトでは、この
ユーザーの名前は dsadm です。バージョン 7.5.3 以前の場合、各プロジェクト
は、/user_home/Ascential/DataStage/Projects ディレクトリー内のそれ専用のデ
ィレクトリーにあります。バージョン 8.0.1 以降の場合、各プロジェクト
は、/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects ディレクトリー内のそれ専用の
ディレクトリーにあります。
Microsoft Windows では、エンジン・ディレクトリーは
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine です。バージョン 7.5.3 以前の場合、
各プロジェクトはデフォルトでは、C:¥Ascential¥DataStage¥Projects ディレクト
リー内のそれ専用のディレクトリーにあります。バージョン 8.0.1 以降の場合、各
プロジェクトはデフォルトでは、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects ディ
レクトリー内のそれ専用のディレクトリーにあります。
手順
1.

Windows

必要な設定ファイルを保存するには、以下の手順を実行します。

a. $DSHOME/dsenv ファイルを InfoSphere DataStage ファイル構造の外側の場所
にコピーします。
b. 既存の構成と ODBC ドライバーの構成のレコードを保持するには、次のファ
イルを InfoSphere DataStage ファイル構造の外側の場所にコピーします。
v $DSHome/.odbc.ini
v $DSHOME/uvodbc.config
v 各プロジェクト・ディレクトリー内にある uvodbc.config ファイル
c. 各プロジェクト・ディレクトリーから、DSParams ファイルを InfoSphere
DataStage ファイル構造の外側の場所にコピーします。
2. 必要な設定ファイルを保存するには、以下の手順を実行します。
a. 各プロジェクト・ディレクトリーから、DSParams ファイルを安全な場所にコ
ピーします。
b. Template プロジェクトから DSParams ファイルをコピーします。例えば、
C:¥Ascential¥DataStage¥Template¥DSParams ファイルを保存します。
c. エンジン・ディレクトリー内の $DSHOME¥uvodbc.config ファイルをコピーし
ます。
d. 各プロジェクト・ディレクトリー内にある uvodbc.config ファイルをコピー
します。

ジョブ従属性ファイルおよび環境情報の保存:
ソース・インストール内のジョブが、InfoSphere DataStage のディレクトリー構造内
にあるフラット・ファイル、スキーマ・ファイル、ライブラリー・ファイル、およ
びハッシュ・ファイルなどのファイルに依存している場合は、これらのファイルを
保存して、ターゲット・インストールに手動で移動する必要があります。
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage エクスポート・プロシージャーでは、ジョブ・デザイ
ン、表定義、およびカスタム・ルーチンなどの InfoSphere DataStage オブジェクト
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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がエクスポートされます。ジョブが、フラット・ファイル、パラレル・ジョブが使
用するスキーマを含むファイル、およびパラレル・ジョブのカスタム・ルーチンに
よって呼び出されるライブラリーに依存しているときは、これらのファイルが
InfoSphere DataStage サーバーのディレクトリー構造内または InfoSphere DataStage
クライアントのディレクトリー構造内にある場合、または InfoSphere DataStage を
別のターゲット・コンピューターにインストールする場合、これらのファイルを手
動で移動する必要があります。
パラレル・ジョブのカスタム・ルーチンがライブラリーを呼び出す場合、ターゲッ
ト・オペレーティング・システムまたはコンピューターがソース・オペレーティン
グ・システムまたはコンピューターと異なるときは、ライブラリーを移動できませ
ん。このようなライブラリーについては、代替バージョンのライブラリーを見つけ
るか、ソース・コードからライブラリーを再作成する必要があります。
ファイルの保存に加えて、現行のオペレーティング・システムを文書化します。プ
ロジェクトとディレクトリー構造、セキュリティー設定、データベース接続情報、
ODBC ドライバーのインストール、および環境に関するその他の主要な情報を記録
します。また、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター
クライアントにログインして、各プロジェクトの非管理者ユーザー・ロールも記録
します。
マイグレーションを計画しているジョブを確認して、ターゲット・コンピューター
に手動でコピーする必要があるすべての項目を判別します。以下のリストには、コ
ピーしなければならない可能性がある項目が含まれています。
v プロジェクト・ディレクトリーの下にあるパラメーター・セット。
v プロジェクトごとの DSParams 設定。
v ユーザーが変更した IBM InfoSphere QualityStage オーバーライド。
v プロジェクト・ディレクトリー内の FTP/Sendmail テンプレート。
v プロジェクト・ディレクトリー内の uvodbc.config ファイル。
v サーバー・ディレクトリーの下にあるメッセージ・ハンドラー。
v Job control language (JCL) テンプレート。
v uvconfig ファイル内にある DSEngine 構成。
v dsenv ファイル内のユーザー定義エントリー。
v odbc.ini ファイル内のデータ・ソース
v パラレル・ジョブの構成ファイル。
手順
1. ファイルを移動するには、オペレーティング・システム・コマンドを使用しま
す。 データ・セットとファイル・セットを外部ソースから再取り込みできるジ
ョブがある場合は、ジョブを使用して、データ・セットとファイル・セットを手
動で移動するのではなく再取り込みします。
2. ハッシュ・ファイルを移動するには、以下の手順を実行します。
a. ディレクトリー構造内でハッシュ・ファイルを見つけます。
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v 各静的ハッシュ・ファイルは、2 つのオペレーティング・システム・ファ
イルによって表されます。例えば、price_lookup という名前の静的ハッシ
ュ・ファイルは、price_lookup と d_price_lookup という名前の 2 つの
ファイル内に含まれています。
v 各動的ハッシュ・ファイルは、ハッシュ・ファイルと同じ名前のディレク
トリーと、D_hashed_file_name という名前のファイルで表されます。例え
ば、code_lookup という名前の動的ハッシュ・ファイルは、code_lookup
という名前のディレクトリーと D-code_lookup という名前のファイルで表
されます。
b. 各ハッシュ・ファイルを表すファイルとディレクトリーを、InfoSphere
DataStage ディレクトリー構造の外部の安全な場所にコピーします。

プロジェクトのエクスポート:
InfoSphere DataStage プロジェクトをエクスポートするには、バージョン 7.5.3 以前
では dscmdexport コマンドまたは InfoSphere DataStage マネージャー・クライアン
ト、バージョン 8.0.1 以降では InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントを
使用します。コマンド・ラインを使用する場合は、一度にすべてのプロジェクトを
エクスポートするスクリプトを作成できます。
このタスクについて
コンパイルしたジョブはエクスポートしないでください。マイグレーションの完了
時に、マイグレーションしたジョブをすべてリコンパイルします。エクスポート・
ファイルが 2 GB を超える場合は、プロジェクトを複数の小さいファイルにエクス
ポートしてください。
手順
1. コマンド・ラインを使用してプロジェクトをエクスポートするには、以下の手順
を実行します。
a. DataStage クライアント・コンピューターで、コマンド・ライン・エディター
を開き、DataStage クライアント・ディレクトリーに移動します。バージョン
7.5.3 以前の場合、デフォルト・パスは C:¥Ascential¥Program
Files¥Ascential¥DataStageversion です。バージョン 8.0.1 以降の場合、デ
フォルト・パスは C:¥IBM¥InformationServer です。
b. 以下のコマンドを入力します。
dscmdexport /H=hostname /U=username /P=password project_name export_file_path [/V]

引数は以下のとおりです。
v hostname は、プロジェクトがある InfoSphere DataStage サーバーの名前で
す。
v username は、サーバー・コンピューターでのユーザー名です。
v password は、ユーザー名のパスワードです。
v project_name は、エクスポートするプロジェクトの名前です。
v export_file_path は、宛先ファイルのパス名です。慣例では、エクスポー
ト・ファイルのファイル拡張子は .dsx です。

IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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v /V を指定すると、詳細オプションがオンになり、エクスポート・プロシー
ジャーの進行状況を追跡できるようになります。
2. DataStage クライアントを使用してプロジェクトをエクスポートするには、以下
の手順を実行します。
a. InfoSphere DataStage マネージャー・クライアントまたは InfoSphere
DataStage デザイナー・クライアントを開いて、エクスポートするプロジェク
トにアタッチします。
b. 「ビュー」 > 「ホスト・ビュー」が選択されていることを確認します。
c. 「エクスポート」 > 「DataStage コンポーネント」を選択します。
d. 「エクスポート」ウィンドウで、エクスポートするプロジェクトに関する詳
細を指定します。
v 「エクスポート先ファイル」フィールドに、プロジェクトを保管するファ
イルのパス名を入力するか参照します。デフォルトでは、エクスポート・
ファイルのファイル拡張子は .dsx です。
v 「コンポーネント」タブで、「プロジェクト全体」を選択します。
e. 「OK」をクリックします。 プロジェクトが、指定したファイルにエクスポ
ートされます。
f. InfoSphere DataStage マネージャー・クライアントの左側のペインで、次のプ
ロジェクトを選択して、ステップ c から e を繰り返します。
例
以下の例では、コマンド・ラインを使用して、R101 という名前のサーバーにある
monthlyaudit という名前のプロジェクトをエクスポートして、プロジェクトを
monthlyaudit.dsx という名前のファイルに書き込みます。ターゲット・ファイル
は、クライアント・コンピューターの migrated_projects という名前のディレクト
リーにあります。
dscmdexport /H=R101 /U=BillG /P=paddock monthlyaudit C:¥migrated_projects¥monthlyaudit.dsx

InfoSphere DataStage サーバーおよびクライアントの削除:
既存のバージョンを新規バージョンで置き換えることを予定している場合は、新規
バージョンをインストールする前に、InfoSphere DataStage サーバーおよびクライア
ントを削除します。
このタスクについて
バージョン 8.0.1 以降では、InfoSphere DataStage サーバーはエンジン層と呼ばれま
す。
手順
1.

Windows

InfoSphere DataStage バージョン 7.5.3 以前を削除するには、以下の
手順を実行します。
a. DataStage が実行されていないことと、クライアントがサーバーに接続されて
いないことを確認します。
b. Microsoft Windows の「コントロール パネル」を開き、「プログラムの追加
と削除」を選択します。
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c. インストールされているプログラムのリストで、「DataStage サーバー」を
選択します。
d. 「変更/削除」をクリックします。
Linux

2.

UNIX

InfoSphere DataStage 7.5.3 以前を削除するには、以下の手

順を実行します。
a. オリジナルのインストール CD をマウントするか、CD の内容をコンピュー
ターにコピーします。
b. root ユーザーとしてログインします。
c. CD の最上位ディレクトリーに移動するか、CD の内容をコピーしたディレク
トリーに移動します。
d. 以下のいずれかのコマンドを入力して、アンインストール・プログラムを開
始します。このプログラムにより、InfoSphere DataStageサーバーを削除する
プロセスが実行されます。
表 3. InfoSphere DataStage サーバーを削除するためのコマンド
オペレーティング・システム

コマンド

HP-UX

’UNINSTLL.SH;1’

IBM AIX

®

uninstll.sh

Linux

’uninstll.sh’

Solaris

uninstll.sh

3. InfoSphere DataStage クライアントを削除するには、以下の手順を実行します。
a. Microsoft Windows の「コントロール パネル」を開き、「プログラムの追加
と削除」を選択します。
b. インストールされているプログラムのリストで、「DataStage クライアン
ト」を選択します。
c. 「変更/削除」をクリックします。
4. バージョン 8.0.1 以降を削除するには、InfoSphere Information Server ソフトウ
ェアの削除 (Removing InfoSphere Information Server software) のトピックを参照
してください。
新規バージョンのインストール:
インポート・プロセスを実行する前に、新規バージョンの InfoSphere Information
Server をインストールする必要があります。
このタスクについて
注: バージョン 8.7 のインストール後は、このバージョンを使用してどのような作
業も行わないでください。プロジェクトや、クライアントからの接続など、成果物
を作成しないでください。インストールが動作していることを確認するためにテス
トを実行しないでください。
手順
1. バージョン 8.7 のインストールについて詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/
topics/wsisinst_chk_server.html のトピックを参照してください。
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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2. トポロジーに複数のバージョンの IBM InfoSphere Information Server が含まれて
いる場合は、バージョン 8.7 クライアント層を別個の Microsoft Windows コン
ピューターにインストールすることも、前のバージョンのクライアントがインス
トールされている同一コンピューターにインストールしてから、マルチクライア
ント・マネージャーを使用してバージョン間を切り替えることもできます。バー
ジョン 8.7 クライアント層を前のクライアントとともにインストールすることを
選択した場合は、Microsoft Windows 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、既存の MKS Toolkit を削除してから、バージョン 8.7 クラ
イアント層をインストールします。バージョン 8.7 をインストールした後は、前
のバージョンもバージョン 8.7 も、クライアント層とともにインストールされる
最新の MKS Toolkit を使用します。
注: バージョン 8.7 クライアント層をバージョン 8.7 エンジンまたはサービス
層とともに同じ Microsoft Windows コンピューターにインストールする場合は、
そのコンピューターに追加のクライアントをインストールすることはできませ
ん。コンピューターには 1 つのバージョンの 8.7 クライアントのみをインスト
ールできます。さらに、クライアント層と他の層は同じインストール・ディレク
トリーにインストールする必要があります。
バージョン 8.7 クライアントを、バージョン 8.7 より前のクライアントがある
同一の Microsoft Windows コンピューターにインストールするには、以下の手順
を実行します。
a. Windows コンピューターに管理者としてログオンします。
b. コンピューターにインストールされているファイアウォール・ソフトウェア
をオフにします。
c. アンチウィルス・ソフトウェアをオフにします。
d. InfoSphere Information Server バージョン 8.7 インストール・メディアまたは
ダウンロードしたインストール・イメージのルート・ディレクトリーに移動
します。
e. setup.exe をダブルクリックします。
f. インストール・ディレクトリーを尋ねられたら、「新規インストール」を選
択して、既存の InfoSphere Information Server クライアントが格納されていな
いディレクトリーを指定します。
g. 必要に応じて製品モジュールとコンポーネントを選択します。
InfoSphere DataStage プロジェクトのインポート:
IBM InfoSphere DataStage プロジェクトを新規バージョンの InfoSphere Information
Server にインポートするには、以下のタスクを実行します。
手順
1. 『プロジェクト情報の手動マイグレーション』
2.

13 ページの『InfoSphere DataStage 設定ファイルの内容のマージ』

3.

13 ページの『ジョブ従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルの復元』

4.

15 ページの『ジョブのリコンパイル』

プロジェクト情報の手動マイグレーション:
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プロジェクトをインポートするには、dscmdimport コマンドまたは InfoSphere
DataStage デザイナー・クライアントを使用します。
手順
1. 作成した .dsx ファイルを、IBM InfoSphere DataStage 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に移動します。
2. InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを開いて、以下の手
順を実行して新規ターゲット・プロジェクトを作成します。
v 「プロジェクト」ページで「追加」をクリックします。
v 「プロジェクトの追加」ウィンドウで、作成するプロジェクトの名前を入力し
て、そのプロジェクトのパス名を指定します。プロジェクトの元の名前を使用
できます。
v 「OK」をクリックして、プロジェクトを作成します。
3. InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントを開いて、ターゲット・プロジ
ェクトにアタッチします。
4. 「インポート」 > 「DataStage コンポーネント」を選択します。
5. インポートする .dsx ファイルの名前を指定して、「OK」をクリックします。
6. インポートする必要があるプロジェクトごとにステップ 2 から 5 を繰り返しま
す。
InfoSphere DataStage 設定ファイルの内容のマージ:
DataStage アドミニストレーター・クライアントまたは dsadmin コマンド・ライ
ン・ツールを使用して、エクスポート・プロセス中に保存した設定ファイルをマー
ジします。
このタスクについて
プロジェクトで必要な環境変数がジョブまたはパラメーター・セットでパラメータ
ー変数として使用される場合は、これらの環境変数の定義をインポート・プロセス
で設定します。通常、プロジェクトの環境変数値のみを設定し、必要に応じて、サ
ード・パーティー・コンポーネントで必要で、ジョブ・パラメーターとして参照さ
れない環境変数を設定します。
バージョン 8.5 以降では、アドミニストレーター・クライアントまたは dsadmin コ
マンド・ライン・ツールを使用して、これらのタスクを実行します。バージョン
7.5.3 以前では、アドミニストレーター・クライアントを使用して、これらのタスク
を実行します。
新規バージョンの設定ファイルでは設定の追加または設定の編集のみを行います。
設定を削除したり、保存したバージョンのファイルを新規バージョンのファイルに
コピーしたりしないでください。
dsadmin コマンド・ライン・ツールの使用法について詳しくは、プロジェクトを管
理するコマンドのトピックを参照してください。

ジョブ従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルの復元:
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ジョブ従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルを新規インストール済み環境に復
元します。
手順
1. ジョブ従属性ファイルを個別に復元するには、以下のタスクを実行します。
a. 新規 IBM InfoSphere Information Server ディレクトリー構造でファイルの場
所を見つけます。例えば、ファイルが以前のインストール済み環境のプロジ
ェクト・ディレクトリーにあった場合は、プロジェクトの内容をインポート
したプロジェクト・ディレクトリーを見つけます。
b. オペレーティング・システム・コマンドを使用して、保存したファイルを必
要な場所にコピーします。
c. ファイルを参照するジョブがその場所を見つけられるようにします。ファイ
ルが直接参照されている場合は、ジョブ・デザインでパス名を編集する必要
があります。ファイルがジョブ・パラメーターによって参照されている場合
は、ファイルの新しい場所を参照するように、パラメーターのデフォルト値
を編集しなければならないことがあります。
2. ハッシュ・ファイルを復元するには、以下の手順を実行します。
a. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアントを開
いて、ハッシュ・ファイルを使用するマイグレーション済みプロジェクトに
アタッチします。
b. ハッシュ・ファイルを作成するジョブを実行または検証します。
c. すべての InfoSphere DataStage クライアントを閉じ、InfoSphere DataStage サ
ービスを停止します。
d. 新たに作成されたファイルをディレクトリー構造内で特定し、その上にハッ
シュ・ファイルをコピーします。動的ファイルの場合は、ハッシュ・ファイ
ル・ディレクトリー内に DATA.30 および OVER.30 ファイルとともに
.Type30 ファイルがあることを確認します。
e. InfoSphere DataStage サービスを再始動します。
3. 別のバイト・オーダーを使用するコンピューターからハッシュ・ファイルを取得
した場合は、以下の手順を実行します。特定のオペレーティング・システム間で
はファイル・フォーマットに互換性があることに注意してください。Microsoft
Windows、Suse、および Redhat 間で移動されるファイルではこのステップは必
要ありません。IBM AIX、Solaris、HP-UX、および Z Linux 間のファイルの再
配置でも同じことが当てはまります。
a. dsadm または同等のユーザーとしてログインします。
b.

Linux

UNIX

../InformationServer/Server//DSEngine ディレクトリ

ーに移動します。
c.

Linux

UNIX

dsenv ファイルを入手して、必要な環境変数をセットア

ップします。
./dsenv
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d.

Linux

UNIX

プロジェクトのホーム・ディレクトリーに移動します。

e.

Linux

UNIX

$DSHOME/bin/fnuxihash_file を実行します。

f.

Windows

..¥InformationServer¥DSEngine¥bin¥fnuxihash_file を実行します。
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4. グローバル化されていない (非 NLS) インストール済み環境からハッシュ・ファ
イルを取得し、グローバル化された (NLS) インストール済み環境にマイグレー
ションする場合は、以下のステップを実行して、UNICODE.FILE を実行します。
a. dsadm または同等のユーザーとしてログインします。
b.

Linux

UNIX

../InformationServer/Server//DSEngine ディレクトリ

ーに移動します。
c.

Linux

UNIX

dsenv ファイルを入手して、必要な環境変数をセットア

ップします。
./dsenv

d. bin/uvsh (Linux または UNIX) または bin¥uvsh (Microsoft Windows) を実行
して、DSEngine シェル・プロンプトを取得します。
e. このシェルは、大文字を小文字に、小文字を大文字に変換します。この機能
をオフにするには、コマンド PTERM CASE NOINVERT を入力します。
f. コマンド LOGTO project_name を入力して、プロジェクトに移動します。
g. コマンド UNICODE.FILE hash_file を入力します。
h. プロジェクトごとにステップ f と g を繰り返します。
i. QUIT と入力して、DSEngine シェルを終了します。

ジョブのリコンパイル:
ジョブとルーチンを実行するには、事前にそれらをリコンパイルする必要がありま
す。
このタスクについて
手順
1. DataStage デザイナー・クライアントから、「ツール」 > 「マルチ・ジョブ・コ
ンパイル」を選択して、コンパイルする項目を選択するための基準を指定しま
す。以下の 1 つ以上を選択します。
v サーバー
v パラレル
v メインフレーム
v シーケンス
v カスタム・サーバー・ルーチン
v Custom Parallel ステージ
コンパイルする項目を手動で選択するよう指定することもできます。
2. 「次へ」をクリックします。 「ジョブ選択ページを表示」を選択した場合、
「ジョブ選択オーバーライド」ウィンドウが表示されます。「追加」ボタンと
「削除」ボタンを使用して、リコンパイルしたいすべてのジョブを右側のペイン
に追加します。
3. 「次へ」をクリックします。 パラレル・ジョブまたはメインフレーム・ジョブ
をコンパイルする場合は、パラレル・ジョブに「強制コンパイル」を指定する
か、メインフレーム・ジョブにアップロード・プロファイルを指定します。
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4. 「次へ」をクリックします。 選択した各項目の名前とコンパイル状況が表示さ
れます。
5. 「コンパイル開始」をクリックして、コンパイルを開始します。 「コンパイル
出力」ウィンドウには、コンパイルされる各ジョブに関する現在の状況と詳細が
表示されます。
6. 「完了」をクリックします。 「コンパイル・レポートの表示」を選択した場合
は、コンパイルによって生成されたレポートが表示されます。

QualityStage の手動マイグレーション
InfoSphere QualityStage を手動でマイグレーションするには、以下のいずれかの手順
を使用します。

手順
IBM InfoSphere QualityStage を手動でマイグレーションするには、以下のいずれか
の手順を使用します。
表 4. InfoSphere QualityStage を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 7.5.3 以前

『InfoSphere QualityStage バージョン 7.5.3 以前およびバージョン 8.0.1
以降の手動マイグレーション』

バージョン 8.0.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.migrate.doc/tasks/
exportinglegacyprojects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.migrate.doc/tasks/
importingdatastageprojects.html

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html

InfoSphere QualityStage バージョン 7.5.3 以前およびバージョン
8.0.1 以降の手動マイグレーション
QualityStage プラグインは、バージョン 8.7 では用意されていないか、サポートさ
れていません。ジョブで QualityStage plug-in ステージを使用した場合は、ジョブの
マイグレーション後に、バージョン 8.7 で使用可能なステージを使用するようこれ
らのジョブを構成する必要があります。
IBM InfoSphere QualityStage は、QualityStage ジョブ、マッチング仕様、および標準
化ルール・セットを、バージョン 8.7 環境にある InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー・クライアントにマイグレーションする方法を提供します。
レガシー・モードでは、マイグレーションされたジョブは QualityStage Legacy ステ

16

IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション・ガイド

ージを使用します。拡張形式では、マイグレーションされたジョブは、特殊なデー
タ品質ステージ・タイプと QualityStage Legacy ステージを活用します。
InfoSphere QualityStage バージョン 7.5.3 以前によってサポートされていたプラット
フォームにマイグレーションする場合、レガシー・モードまたは拡張形式を使用し
てマイグレーションできます。プラットフォームがバージョン 7.5.3 以前でサポー
トされていなかった場合は、拡張モード・マイグレーションのみを使用でき、マイ
グレーションしたジョブ内の InfoSphere QualityStage Legacy ステージ・タイプはす
べて置き換える必要があります。
マイグレーション・ユーティリティーは InfoSphere QualityStage サーバー・プロジ
ェクト・ディレクトリー内の情報を使用して、InfoSphere QualityStage がジョブをイ
ンポートするために必要な .dsx ファイル・フォーマットをビルドします。
マイグレーション・ユーティリティーは、以下のオブジェクトをマイグレーション
します。
v 標準化ルール・セット
v 完全なレガシー・オペレーショナル・モードのジョブ
v 拡張形式のジョブ (いくつかのレガシー・オペレーションが InfoSphere
QualityStage バージョン 8.7 のステージによって置き換えられる)
v マッチング仕様
プロジェクトをエクスポートして、マイグレーションされたジョブ、ルール・セッ
ト、およびマッチング仕様を含んだ .dsx ファイルを、InfoSphere QualityStage プロ
ジェクト・ディレクトリーの Temp ディレクトリー内に作成します。
レガシー・オペレーション・モードでのジョブのマイグレーション:
InfoSphere QualityStage ジョブを完全なレガシー・オペレーショナル・モードでマイ
グレーションすると、オリジナル・ジョブは、QualityStage Legacy ステージと、ソ
ースおよびターゲット・ステージとしてリンクされた Sequential File ステージの単
一インスタンスに置き換えられます。
IBM InfoSphere QualityStage ジョブをレガシー・オペレーショナル・モードでマイ
グレーションすると、結果として得られる QualityStage Legacy ステージにわずかの
変更のみを行うことができます。このオプションは、変更されない安定したジョブ
または置き換える予定のジョブのみに使用してください。
日本語環境では、マイグレーションしたジョブは、Sequential File ステージではなく
Data Set ステージを使用することに注意してください。この場合、順次ファイルか
らソース・データを読み取ってデータ・セットに書き込む追加のジョブを作成する
必要があります。その後、データ・セットは、マイグレーションしたジョブで読み
取ることができます。 オリジナル・ジョブが結果を順次ファイルに書き込んだ場合
は、マイグレーションしたジョブによって生成されるデータ・セットから順次ファ
イルにその結果を書き込むための別のジョブを作成する必要があります。
次のステージが含まれたジョブをマイグレーションする場合は、レガシー・オペレ
ーショナル・モード・オプションを使用しないでください。これらの機能は
QualityStage Legacy ステージでサポートされていません。
v CASS や SERP などの Postal ステージ
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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v Program ステージ
v Multinational Standardize ステージ
v Format Convert ステージ
拡張形式での InfoSphere QualityStage ジョブのマイグレーション:
InfoSphere QualityStage ジョブを拡張形式でマイグレーションするときに、
InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーは、オリジナル・ジョ
ブを、オリジナル・ジョブにある各ステージの 1 つ以上のパラレル・ジョブ・ステ
ージと、ジョブ・フローを表すために互いにリンクされた Sequential File ステージ
で置き換えます。
拡張形式でマイグレーションされたジョブは、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナーで開いたときに、データ品質、処理、および Legacy ステージの混合に
なっている可能性があります。ジョブが複雑な場合は、分かりやすくなるようそれ
らのステージをキャンバス上で移動させることができます。また、InfoSphere
QualityStage Legacy ステージを、同等の機能を持つデータ品質ステージで置き換え
ることもできます。
ルール・セットのマイグレーション:
InfoSphere QualityStage 標準化ルール・セットのマイグレーション・オプションで
は、ルール・セットは明示的に名前でマイグレーションされます。
IBM InfoSphere QualityStage ジョブがマイグレーションされるときに、マイグレー
ション・ユーティリティーは従属ルール・セットを検出して表示します。その後、
ルール・セットをそのジョブとともに .dsx ファイルに含めるよう選択できます。
マイグレーション・ユーティリティーは、InfoSphere QualityStage バージョン 8.7
の組み込みルール・セットとの名前の重複を防ぐために、.dsx ファイル内にあるル
ール・セットの名前を変更します。ユーティリティーは、以下の命名規則を使用し
ます。
QS-7-Ruleset-Name_QS-7-Project-Name

日本語または中国語のルールを使用するバージョン 8.0.1 のジョブをバージョン 8.7
にマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を使用します。
v 新規の 8.7 ルールとともにバージョン 8.0.1 ルールを引き続き使用するには、
IBM InfoSphere QualityStage バージョン 8.7 にアップグレードする前に、バージ
ョン 8.0.1 ルールをコピーして、別の名前で保存します。その後、新しい名前を
使用するようジョブを更新します。
v 更新されたバージョン 8.7 ルールを使用するには、IBM InfoSphere QualityStage
バージョン 8.7 の列に指定される英語のロング・ネームを使用するようジョブを
変更します。
マッチング仕様のマイグレーション:
Unduplicate Match ステージと Reference Match ステージが含まれている InfoSphere
QualityStage ジョブをマイグレーションする場合は、マッチング仕様はジョブと一緒
にマイグレーションされます。
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オプション「およびその従属項目」を選択してジョブをマイグレーションした場
合、InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーには、ジョブとと
もに .dsx ファイル形式のマッチング処理情報が含まれています。ジョブのインポ
ート後、マッチング仕様は、「リポジトリー」 > 「マッチング仕様」フォルダー内
に配置されます。
ルール・セットと同様に、情報のインポート時にマッチング仕様は名前変更されま
す。マッチング仕様名の形式は以下のとおりです。
QS-7-RefMatch-or-UndupMatch-Stage-Name_QS-7-Project-Name

InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーのインストール:
IBM InfoSphere QualityStage バージョン 8.7 にマイグレーションするには、
InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーを使用します。
手順
1. オペレーティング・システムのタイプと、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage サーバーを InfoSphere QualityStage サーバーと同じコンピューター
にインストールするかどうかに応じて、次のいずれかのオプションを選択しま
す。
オプション

説明

InfoSphere DataStage and QualityStage サー QualityStage 7 サーバーがインストールされ
バーを、QualityStage 7 サーバーと同じコン ているコンピューターにエンジン層をインス
ピューターにインストールする
トールして、IBM Information Server をイン
ストールします。マイグレーション・ユーテ
ィリティーがエンジン層とともにインストー
ルされます。
InfoSphere DataStage and QualityStage サー
バーを、QualityStage 7 サーバーと別のコン
ピューターにインストールする (Windows
か、UNIX または Linux)

IBM InfoSphere Information Server をターゲ
ット・コンピューターにインストールしま
す。マイグレーション・ユーティリティーが
エンジン層とともにインストールされます。
ターゲット・コンピューターでマイグレーシ
ョン・ユーティリティーを実行する前に、ソ
ース・コンピューターのメタデータをターゲ
ット・コンピューターで使用できるようにし
ます。 InfoSphere QualityStage プロジェク
ト・ディレクトリーとその内容をすべてター
ゲット・コンピューターにコピーするか、ネ
ットワーク経由でそのディレクトリーを使用
可能にして (例えば、Microsoft Windows 上
のドライブをマッピングして)、メタデータを
使用可能にします。

2. Unicode 対応が使用可能に設定されたバージョンからマイグレーションしている
場合、次の変更を qsmig.env ファイルに加えます (このファイルはマイグレー
ション・ユーティリティーがインストールされたディレクトリーにあります)。
マイグレーション・ユーティリティーを使用する前に変更を行ってください。
v 行 FLDEXTPR=0 を FLDEXTPR=1 に変更します。
v 日本語の場合は、行 QSLCHARSET="CP932" を追加します。
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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v 中国語の場合は、行 QSLCHARSET="CP936" を追加します。
3. Microsoft Windows 上で、InfoSphere QualityStage のプロジェクト・ディレクト
リーがマイグレーション・ユーティリティーと異なるドライブにある場合、次の
行を qsmig.env ファイルに追加します。
v APPCLIB=${PROJ}/Controls
InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーの実行:
プロジェクト・メタデータが含まれるファイルを作成するには、マイグレーショ
ン・ユーティリティーを実行します。
始める前に
InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーは、UNIX および
Linux で実行されます。Microsoft Windows では、スクリプトに MKS (Mortice
Kern Systems) Toolkit が必要です。MKS Toolkit 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。
このタスクについて
InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーは、スイートの
InfoSphere DataStage and QualityStage コンポーネントをインストールするときに自
動的にインストールされます。デフォルトでは、InfoSphere QualityStage マイグレー
ション・ユーティリティーは、UNIX または Linux コンピューター上の
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin ディレクトリー、または
Microsoft Windows コンピューター上の
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥PXEngine¥bin にあります。
手順
1. InfoSphere QualityStage プロジェクト・メタデータが、マイグレーション・ユー
ティリティーがインストールされているコンピューターからアクセス可能である
ことを確認してください。
2. マイグレーション・ユーティリティー・ディレクトリーから、スクリプトを実行
してユーティリティーを開始します。
v UNIX または Linux コンピューターでは、./qsmigrate.sh と入力します。
v Microsoft Windows では、qsmigrate.bat ファイルをダブルクリックします。
3. プロンプトが出されたら、マイグレーションするジョブが入ったプロジェクト・
ディレクトリーの絶対パス名を入力します。 ユーティリティーは、プロジェク
ト内のジョブとルール・セットのリストを返します。
4. オプション・リストから、オプションの番号を入力します。
5. 選択したマイグレーション・オプションに応じて、以下のいずれかの手順を選択
します。
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オプション

オプションの手順

1. QualityStage 7.x の複数ジョブおよびその
従属項目のマイグレーション

1. マイグレーション・ユーティリティーに
よって生成される出力ファイルの名前を
入力します。マイグレーションするすべ
てのオブジェクトがこのファイルに書き
込まれます。ユーティリティーは、オブ
ジェクトのマイグレーションの成功また
は失敗を通知するたびに、このファイル
のパス名を報告します。

または
2. QualityStage 7.x の複数ジョブおよびその
従属項目のマイグレーション (拡張形式)

2. ジョブ名とともにプロンプトが出された
ら、Y と入力してそのジョブをマイグレ
ーションするか、N と入力してそのジョ
ブをスキップします。すべてのジョブを
マイグレーションまたはスキップするま
で、この手順を繰り返します。
3. ルール・セットまたはマッチング仕様の
名前とともにプロンプトが出されたら、Y
と入力してそのオブジェクトをマイグレ
ーションするか、N と入力してそのオブ
ジェクトをスキップします。すべてのオ
ブジェクトをマイグレーションまたはス
キップするまで、この手順を繰り返しま
す。
3. QualityStage 7.x の個々のジョブのマイグ
レーション
または

プロンプトが出されたら、マイグレーション
するジョブの名前を入力します。出力ファイ
ル名はジョブ名から派生されます。

4. QualityStage 7.x の個々のジョブのマイグ
レーション (拡張形式)
5. QualityStage 7.x の個々のジョブおよびそ
の従属項目のマイグレーション
または
6. QualityStage 7.x の個々のジョブおよびそ
の従属項目のマイグレーション (拡張形式)

1. プロンプトが出されたら、マイグレーシ
ョンするジョブの名前を入力します。出
力ファイル名はジョブ名から派生されま
す。
2. ルール・セットまたはマッチング仕様の
名前とともにプロンプトが出されたら、Y
と入力してそのオブジェクトをマイグレ
ーションするか、N と入力してそのオブ
ジェクトをスキップします。すべてのオ
ブジェクトをマイグレーションまたはス
キップするまで、この手順を繰り返しま
す。

7. QualityStage 7.x の個々の標準化ルール・ プロンプトが出されたら、マイグレーション
セットのマイグレーション
するルール・セットまたはマッチング仕様の
名前を入力します。出力ファイル名はこの名
前から派生されます。
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次のタスク
InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーは、作成した .dsx フ
ァイルを、プロジェクト・ディレクトリーの下にある Temp ディレクトリーに置き
ます。すべてのジョブとオブジェクトのマイグレーションが完了した後で、.dsx フ
ァイルを、バージョン 8.7 IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 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に移動してください。

マイグレーションした QualityStage ファイルをバージョン 8.7 デザイナー・クライ
アントにインポート:
ファイルのマイグレーションが完了したら、マイグレーションしたファイルの内容
をデザイナー・クライアントにインポートする必要があります。
手順
1. マイグレーション・スクリプトの実行時に作成した .dsx ファイルを、
InfoSphere DataStage and QualityStage クライアントがインストールされているコ
ンピューターに移動します。
2. デザイナー・クライアントを開き、InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ
を保存するプロジェクトにアタッチします。
3. 「インポート」 > 「DataStage コンポーネント」を選択します。
4. マイグレーション・ファイルの名前を指定して、「OK」をクリックします。 マ
イグレーションしたジョブ、ルール・セット、およびマッチング仕様が、以下の
フォルダーに保存されます。
v 「Project_name」 > 「ジョブ」フォルダー
v 「Project_name」 > 「標準化ルール」 > 「インポートしたルール」 > 「ル
ール・セット」フォルダー。
v 「Project_name」 > 「マッチング仕様」フォルダー。

インポートしたルール・セットのプロビジョニング:
デザイナー・クライアントからインポートしたルール・セットを使用するジョブを
コンパイルするには、事前にこれらのルール・セットをプロビジョニングする必要
があります。
手順
1. デザイナー・クライアントで、リポジトリー・ツリー「Project」 > 「標準化ル
ール」 > 「インポートしたルール」 > 「ルール・セット」フォルダー内でルー
ル・セットを見つけます。
2. ルール・セットを選択します。
3. 右クリックして、メニューから「すべてプロビジョニング」を選択します。
タスクの結果
拡張モードを使用してマイグレーションしたマイグレーション済みジョブを除き、
ルール・セットを使用するすべてのジョブをコンパイルして実行できます。拡張形
式を使用した場合は、拡張形式でマイグレーションしたジョブの準備に関する説明
を確認してください。
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インポートしたマッチング仕様の使用準備:
インポートしたマッチング仕様をジョブで使用するには、先に InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー・クライアントに保存してから、仕様をプロビジョニン
グする必要があります。
手順
1. デザイナー・クライアントで、リポジトリー・ツリー「Project」 > 「マッチン
グ仕様」フォルダー内でマッチング仕様を見つけます。
2. マッチング仕様を選択して、ダブルクリックして Match Designer を開きます。
3. 「保存」 > 「すべてのパス」を選択します。
4. 「保存」 > 「仕様」を選択します。
5. 「OK」をクリックして、Match Designer を閉じます。
6. リポジトリーから、マッチング仕様を選択します。
7. マッチング仕様を右クリックして、メニューから「すべてプロビジョニング」を
選択します。

マイグレーションした QualityStage ジョブの操作準備:
マイグレーションしたジョブは、実行する前に準備する必要があります。手順は、
選択したマイグレーション・オプションによって異なる場合があります。
始める前に
ジョブをレガシー・オペレーショナル・モード (オプション 1、3、または 5) でマ
イグレーションした場合は、ジョブをコンパイルして準備しておきます。
手順
1. デザイナー・クライアントのリポジトリー・ツリーでジョブをダブルクリックし
て、デザイナー・キャンバスで開きます。 マイグレーションしたジョブを実行
すると、結果は、以前のバージョンの QualityStage でジョブを実行した方法によ
って異なります。Parallel Extender モード以外のモードを使用した場合、結果
は、前回の実行内容とは大幅に異なる可能性があります。
2. 以前に Parallel Extender モードでジョブを実行しなかった場合は、以下のように
してソート処理をジョブ・デザインに挿入します。
a. ターゲットの Sequential File ステージをダブルクリックして、「入力」 >
「パーティション」ページを開きます。
b. 「コレクター・タイプ」リストから「ソート・マージ」を選択します。
c. 「ソート」セクションで、「ソートの実行」をクリックします。
3. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。
4. 「ファイル」 > 「コンパイル」を選択して、ジョブをコンパイルします。

拡張形式でマイグレーションしたジョブの準備:
拡張形式でマイグレーションしたジョブは、実行する前に準備する必要がありま
す。
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手順
1. デザイナー・クライアントのリポジトリー・ツリー・ビューでジョブをダブルク
リックして開きます。 ジョブには、QualityStage Legacy ステージとデータ品質
ステージの両方が含まれています。
2. Standardize、Survive、または MNS ステージがある場合は、各ステージをダブル
クリックして開き、「OK」をクリックします。
3. ジョブの下部に表示されるマイグレーションについての警告を確認して、これら
の問題を解決します。
4. ジョブを保存します。
5. 「ファイル」 > 「コンパイル」を選択します。 マイグレーションしたジョブを
実行すると、結果は、以前のバージョンの QualityStage でジョブを実行した方法
によって異なります。Parallel Extender モード以外のモードを使用した場合、結
果は、前回の実行内容とは大幅に異なる可能性があります。
6. 以前に Parallel Extender モードでジョブを実行しなかった場合は、以下のように
してソート処理をジョブ・デザインに挿入します。
a. ターゲットの Sequential File ステージをダブルクリックして、「入力」 >
「パーティション」ページを開きます。
b. 「コレクター・タイプ」リストから「ソート・マージ」を選択します。
c. 「ソート」セクションで、「ソートの実行」をクリックします。
7. オプション: QualityStage Legacy ステージを、同等のデータ品質または処理ステ
ージで置き換えます。
a. QualityStage Legacy ステージをダブルクリックして、「プロパティー」ウィ
ンドウを開きます。
b. Legacy ステージ機能と同等の機能を提供するステージをパレットの「データ
品質」セクションで見つけます。
c. QualityStage Legacy ステージを、同等のデータ品質ステージで置き換えま
す。 ジョブを最適化するには、QualityStage Legacy ステージを置き換えると
より効率的です。
d. 新規ステージを構成します。
e. ジョブをコンパイルします。

更新した Address Verification Interface および SERP ライブラリーを使用するよう
に、マイグレーションしたジョブを準備:
IBM InfoSphere QualityStage バージョン 8.7 には、Address Verification Interface お
よび SERP モジュールの更新されたライブラリーが含まれています。マイグレーシ
ョンしたジョブを実行するには、これらの更新されたライブラリーを使用するよう
事前にジョブを更新する必要があります。
このタスクについて
新規出力列と、マイグレーションしたジョブを更新する方法の詳細については、
InfoSphere QualityStage モジュールのリリース・ノートを参照してください。
リアルタイム QualityStage ジョブのバージョン 8.7 へのマイグレーション:
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IBM InfoSphere QualityStage Real Time Client API を使用するジョブをマイグレー
ションするには、マイグレーション・ユーティリティーを実行し、Legacy ステージ
を置換し、ジョブをサービスとしてパブリッシュします。
始める前に
リアルタイム・ジョブをサービスとしてパブリッシュする前に、次の操作を行う必
要があります。
v IBM InfoSphere Information Services Director のインストール。これは、IBM
InfoSphere Information Server のコンポーネントです。 バージョン 7 とは異な
り、バージョン 8.7 では、InfoSphere Information Services Director を使用してジ
ョブをサービスとしてパブリッシュする必要があります。InfoSphere Information
Server のインストールについては、「IBM InfoSphere Information Server プランニ
ング、インストール、および構成ガイド」を参照してください。
このタスクについて
拡張形式でジョブをマイグレーションします。
手順
1. マイグレーション・ユーティリティーを実行して、ジョブを拡張形式でマイグレ
ーションします。
2. ステージの置換の表に従って、レガシー・ステージを適切なステージと置換しま
す。
3. マイグレーションされたジョブに複数の入力ステージと複数の出力ステージが含
まれている場合、ジョブを再構成して、入力と出力の数を削減します。 次々
に、複数の入力があるジョブを再構成して、リアルタイム・ステージの動作に合
わせることができます。 2 つの入力ソース InfoSphere DataStage and
QualityStage があるリアルタイム・ジョブの作成については、「IBM InfoSphere
Information Services Director ユーザー・ガイド」を参照してください。 ジョブ
には 1 つの ISD Input ステージと 1 つの ISD Output ステージのみ含めること
ができます。
4. ジョブを更新し、ISD Output ステージと ISD Input ステージを追加して、マイ
グレーションされたジョブの中に存在する順次の入力および出力ステージと置換
します。
5. InfoSphere Information Services Director を使用して、InfoSphere QualityStage に
接続します。 InfoSphere DataStage and QualityStage への接続の詳細は、「IBM
InfoSphere Information Services Director ユーザー・ガイド」を参照してくださ
い。
6. InfoSphere Information Services Director を使用して、アプリケーション、サービ
ス、およびオペレーションを開発します。マイグレーションされたリアルタイ
ム・ジョブは、サービスのオペレーションの情報プロバイダーです。 アプリケ
ーション、サービス、およびオペレーションの開発の詳細は、「IBM InfoSphere
Information Services Director ユーザー・ガイド」を参照してください。
7. アプリケーションをサービスとしてデプロイします。 アプリケーションのデプ
ロイの詳細は、「IBM InfoSphere Information Services Director ユーザー・ガイ
ド」を参照してください。
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新規ステージを使用するようジョブを更新:
この表を使用して、InfoSphere QualityStage ステージの代わりとなるステージを選択
します。
IBM InfoSphere QualityStage plug-in ステージを使用して、InfoSphere QualityStage
に接続する IBM InfoSphere DataStage ジョブがある場合、パラレル・キャンバスお
よびバージョン 8.7 ステージを使用するようジョブを書き換える必要があります。
次の表に、以前のバージョンの InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ス
テージをリストします。
表 5. マイグレーションされる InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ステージ
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ステージ

目的

置換ステージ

Abbreviate

会社名からマッチング・キー
を作成します。

直接置換はありません。Standardize
ステージを使用して、会社名を再
フォーマットして、適切な一致と
ペアにします。

Build

Parse ステージを使用して作
成される複数のレコードから
単一レコードを再作成しま
す。

直接置換はありません。Build は多
くの場合、マルチドメイン・デー
タ・フィールドを分析するため
に、Parse と一緒に使用されまし
た。1 つのステップで同じ機能を
実行するには、Standardize を使用
します。

Collapse

シングル・ドメイン・デー
タ・フィールドで各固有値の
リストを生成します。

Sort ステージ

Collapse

フィールドまたはフィール
ド・グループでデータ値の頻
度カウントを生成します。

Aggregate ステージ

Format Convert

ファイルを区切り文字付きか
ら固定長 (またはその逆) に
再フォーマットします。

Sequential File ステージ

Format Convert

ODBC データベースに I/O を ODBC ステージまたはデータベー
提供します。
ス固有のステージ

Investigate

データ品質の分析。

Investigate ステージおよび
InfoSphere Information Server の
Web コンソールの「レポート作
成」タブ。

Match

ファジー・マッチング・ロジ
ックを使用して、単一ファイ
ルでデータ重複を特定しま
す。

Match Frequency ステージと連携し
た Unduplicate Match ステージ。

Match

ファジー・マッチング・ロジ
ックを使用して、あるファイ
ルのレコードを別のファイル
のレコードとペア化します。

Match Frequency ステージと連携し
た Reference Match ステージ。
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表 5. マイグレーションされる InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ステージ (続
き)
ステージ

目的

置換ステージ

Multinational
Standardize

各国間アドレス・データを標
準化します。

MNS ステージ

Parse

フリー・フォーム・テキス
ト・フィールドを、個々のデ
ータ・エレメントが含まれて
いる固定形式レコードに解決
することによって、テキス
ト・フィールドをトークン化
します。

直接置換はありません。Parse は多
くの場合、マルチドメイン・デー
タ・フィールドを分析するため
に、Build と一緒に使用されまし
た。1 つのステップで同じ機能を
実行するには、Standardize ステー
ジを使用します。

Program

お客様が作成したプログラム
を呼び出します。

お客様が作成したプログラムの機
能によって異なります。Parallel
Build、Custom、または Wrapped
ステージ・タイプの追加が考えら
れます。

Select

選択したフィールドの値にも
基づいてレコードを条件付き
で経路指定します。

Switch および Filter ステージ

Sort

リストをソートします。

Sort ステージ

Standardize

マルチドメイン・データ列を
標準化されたシングル・ドメ
イン列のセットに分割しま
す。

Standardize ステージ

Survive

関連するレコード・グループ
から最良の結果レコードを生
成します。

Survive ステージ

Transfer

レコード内で列を再配置およ
び再フォーマットします。

この作業を行うのに別個のステー
ジは必要ありません。

Transfer

標準以外のフォーマットのフ
ァイル (可変長レコード、標
準以外のコード・ページ、バ
イナリーまたはパック・デー
タ) のゲートキーパーとして
機能します。

Sequential File または Complex
Flat File ステージ

Transfer

単一の入力レコードから複数
の出力レコードを生成しま
す。

レコードの分割は、Copy ステージ
の後に Funnel ステージを使用する
ことで実行できます。

Transfer

シーケンス番号とオプション Surrogate Key Generator ステージ
の固定「ファイル ID」で構成
されたレコード・キーを追加
します。

Unijoin

キーに基づいて 2 つのファイ Join ステージまたは Lookup ステ
ルのレコードを結合します。 ージ
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表 5. マイグレーションされる InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ステージ (続
き)
ステージ

目的

置換ステージ

Unijoin

ファジー・マッチング・ロジ
ックを使用して、あるファイ
ルのレコードを別のファイル
のレコードとペア化します。

Match Frequency ステージと連携し
た Reference Match ステージ。

Unijoin

複数のレコードのデータを 1
つにマージします。

Join ステージおよび Merge ステー
ジ

Unijoin

データ・レコードを操作して
変換します。

Transformer ステージ

IBM WebSphere RTI の手動マイグレーション
IBM WebSphere® RTI を InfoSphere Information Services Director にマイグレーショ
ンするには、WebSphere RTI エクスポート・ウィザードを使用します。

このタスクについて
IBM WebSphere RTI バージョン 7.5、7.5.1、または 7.5.2 を IBM InfoSphere
Information Services Director バージョン 8.7 にマイグレーションするには、以下の
タスクを使用します。

手順
1. ソース・コンピューターで WebSphere RTI エクスポート・ウィザードを使用し
て、RTIX ファイルを作成します。 この RTIX ファイルには、命令とサービス
の記述が含まれています。
2. 新規バージョンの InfoSphere Information Server がインストールされているコン
ピューターに RTIX ファイルを移動します。
3. IBM InfoSphere Information Server コンソール インポート機能を使用して、
RTIX ファイルをインポートします。 このインポートされたファイルは、コン
ソール・デザイン機能の出力と同等です。
4. サービスをデプロイするには、事前にインポートしたサービス記述をアプリケー
ション・オブジェクトに関連付ける必要があります。この関連を作成するため
に、インポート機能はアプリケーション・レベルで実行されます。

タスクの結果
インポートしたサービス記述は、InfoSphere Information Server でデザインされるサ
ービスと同等です。 ネイティブでデザインされた情報サービスをデプロイするのと
同じ方法で、このサービス記述をデプロイできます。

InfoSphere Business Glossary の手動マイグレーション
InfoSphere Business Glossary の内容をマイグレーションするには、以下の手順を使
用します。
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手順
IBM InfoSphere Business Glossary の内容を手動でマイグレーションするには、以下
のいずれかの手順を使用します。
表 6. Business Glossary の内容を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ImportingExportingCatsTerms.html

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/businessglossaryassets.html

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/businessglossaryassets.html

InfoSphere FastTrack の手動マイグレーション
InfoSphere FastTrack を手動でマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を
使用します。

手順
InfoSphere FastTrack を手動でマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を
使用します。
表 7. InfoSphere FastTrack を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
imandexspeccon.html
v スイッチ・マッピング・エレメントはエク
スポートまたはインポートされません。

バージョン 8.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
imandexspeccon.html
v スイッチ・マッピング・エレメントはエク
スポートまたはインポートされません。

バージョン 8.1.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
imandexspeccon.html
v スイッチ・マッピング・エレメントおよび
アグリゲート・マッピング・エレメントは
エクスポートまたはインポートされませ
ん。
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表 7. InfoSphere FastTrack を手動でマイグレーションするための手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
imandexspeccon.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
assetinterchange.html
v スイッチ・マッピング・エレメントおよび
アグリゲート・マッピング・エレメントは
エクスポートまたはインポートされませ
ん。

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
imandexspeccon.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ft.assetint.doc/topics/
assetinterchange.html
v スイッチ・マッピング・エレメントおよび
アグリゲート・マッピング・エレメントは
エクスポートまたはインポートされませ
ん。

InfoSphere Information Analyzer の手動マイグレーション
InfoSphere Information Analyzer を手動でマイグレーションするには、以下の手順を
使用します。

手順
IBM InfoSphere Information Analyzer を手動でマイグレーションするには、以下のい
ずれかの手順を使用します。
表 8. InfoSphere Information Analyzer を手動でマイグレーションするための手順
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バージョン

手順

バージョン 8.0.1

使用できません。

バージョン 8.1

使用できません。

バージョン 8.1.1 および 8.1.2

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/
v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.ia.quality.doc/
topics/dq_deploy_overview.html
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表 8. InfoSphere Information Analyzer を手動でマイグレーションするための手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ia.assetint.doc/topics/
c_ai_overview.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ia.asset.doc/topics/
ai_asset_interchange_overview.html

InfoSphere Metadata Workbench の手動マイグレーション
InfoSphere Metadata Workbench を手動でマイグレーションするには、以下の手順を
使用します。

手順
IBM InfoSphere Metadata Workbench を手動でマイグレーションするには、以下のい
ずれかの手順を使用します。
表 9. InfoSphere Metadata Workbench を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.1

v オプション 1
– 拡張マッピングおよびデータ・ソースはサポートされません。
– ユーザーは、データベース別名マッピングを手動でメモする必要があります。http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDatabaseAlias.html
– ユーザーは、カスタム属性を手動でメモする必要があります。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_editingCustomAttributes.html
v オプション 2
– istool コマンド・ライン・インターフェースを使用します。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdrassets.html

バージョン 8.1.1

v オプション 1
– 拡張マッピングおよびデータ・ソースはサポートされません。
– データベース別名マッピングをメモしてください。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningDatabaseAlias.html
– カスタム属性をメモしてください。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_editingCustomAttributes.html
v オプション 2
– istool コマンド・ライン・インターフェースを使用します。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdrassets.html
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表 9. InfoSphere Metadata Workbench を手動でマイグレーションするための手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 8.1.2

v オプション 1
– データベース別名マッピングをメモしてください。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningDatabaseAlias.html
– カスタム属性をメモしてください。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_editingCustomAttributes.html
– 拡張データ・ソースをマイグレーションします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/ct_importingManagingExtendedDataSources.html
– 拡張マッピングをマイグレーションします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/ct_createManageExtensionMappings.html
v オプション 2
– istool コマンド・ライン・インターフェースを使用します。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdrassets.html

バージョン 8.5

v オプション 1
– 拡張データ・ソースをマイグレーションします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/ct_importingManagingExtendedDataSources.html
– 拡張マッピングをマイグレーションします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/ct_createManageExtensionMappings.html
– 拡張データ・リネージュをマイグレーションします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/
v8r5/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/ct_manageCLI.html
– データベース別名をデータベースにマップします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/
topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/ct_manageCLI.html
– カスタム属性を作成します。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_createCustomAttributes.html
v オプション 2
– プロジェクト・レベルの環境変数をインポートします。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/
v8r5/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_importingProjectLevelEnvironmentVariables.html

レポートの手動マイグレーション
レポートを手動でマイグレーションするには、以下の手順を使用します。

このタスクについて
レポートを IBM InfoSphere Business Glossary、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage、IBM InfoSphere Information Analyzer、IBM InfoSphere QualityStage、
およびスイートの管理レポートからマイグレーションできます。

手順
バージョン 8.5 からレポートを手動でマイグレーションするには、以下の手順を使
用します。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/reportingassets.html

証明情報の手動マイグレーション
ユーザー ID、ユーザー・グループ、ユーザー・ロール、および関連付けられた証明
情報を手動でマイグレーションするには、以下の手順を使用します。
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手順
バージョン 8.5 からセキュリティー資産をマイグレーションするには、以下の手順
を使用します。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/securityassets.html

複数のエンジン層の操作
トポロジーに複数のエンジン層が含まれている場合は、以下のタスクを使用して操
作します。

手順
v 『InfoSphere DataStage クライアントの使用』
v

35 ページの『InfoSphere DataStage エンジン・サービスの始動および停止』

InfoSphere DataStage クライアントの使用
使用するクライアントのバージョンを選択するには、マルチクライアント・マネー
ジャーを使用します。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage のバージョンと、コマンド・ラインから接続するかどう
かによって、異なる手順を使用します。バージョン 7.5.3 以前用のクライアント
は、エンジンに直接アタッチします。バージョン 8.0.1 以降用のクライアントはサ
ービス層に接続し、証明情報のマッピングによって、エンジン層への接続に必要な
証明情報が提供されます。

手順
1. 使用するクライアント・バージョンを指定するには、以下の手順を実行します。
a. デスクトップ・ショートカットをクリックして、マルチクライアント・マネ
ージャーを始動します。
b. 「現行インストール」フィールドで、現在選択されているバージョンが使用
するバージョンであるかどうかを確認します。 正しいバージョンが選択され
ている場合は、何も行う必要はありません。正しいバージョンが選択されて
いない場合は、「既知インストール」リストで正しいクライアントを選択
し、「選択」をクリックします。
c. 「閉じる」をクリックして、マルチクライアント・マネージャーを閉じま
す。
2. バージョン 7.5.3 以前に接続するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「プロジェクトへアタッチ」ウィンドウの「ホスト・システム」フィールド
に、サーバーの ID を hostname:portnumber 形式で入力します。ここで、
portnumber はサーバーが使用するポート番号です。例えば、R101:31538 と入
力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. マネージャー、ディレクター、またはデザイナー・クライアントを使用した
場合は、アタッチするプロジェクトの名前を指定します。
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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3. デザイナーまたはディレクター・クライアントを使用して、バージョン 8.0.1 以
降に接続するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「サービス層」フィールドに、サーバーの ID を hostname:portnumber 形式
で入力します。ここで、portnumber はサーバーが使用するポート番号です。
例えば、R101:9080 と入力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. 「プロジェクト」フィールドに、アタッチするプロジェクトの ID を
engine_hostname/project 形式で指定します。例えば、R101/datastage と入力
します。
4. アドミニストレーター・クライアントを使用して、バージョン 8.0.1 以降に接続
するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウの「サービス層」フィールドに、
InfoSphere DataStage サービス層のホスト名を hostname:9080 形式で入力しま
す。例えば、フィールドに R101:9080 を入力します。フロントエンド Web
サーバーを使用している場合は、フィールドに R201:80 を入力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. 「DataStage エンジン」フィールドに、アタッチするコンピューターのホス
ト名を指定します。
5. コマンド・ラインを使用して、バージョン 8.0.1 以降に接続するには、以下の手
順を実行します。
a. ジョブを実行する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。
b. 以下のいずれかの手順を使用して、ジョブを実行します。
v コマンド・ラインからプロジェクトに接続するには、-server 引数を使用し
ます。ローカル・コンピューターの場合、-server server:portnumber の形式
で必要なインスタンスのサーバー名とポート番号を指定します。
v デフォルト・ポートを使用しないコンピューターの場合、ローカル・サー
バーにあるプロジェクトに接続するには、ポート番号のみを使用して
-server オプションを指定して、サーバー名は指定しません。ユーザー名
とパスワードを指定する必要はありません。例えば、dsjob -server
:31539 -lprojects などです。
v InfoSphere DataStage バージョン 8.7 インスタンスを実行するリモート・
コンピューターの場合、-domain domain:domain_portnumber -server
server:portnumber の形式で、ドメインとサーバー名を指定する必要があり
ます。デフォルトのドメイン・ポート番号は 9080 です。例えば、ポート
31359 を使用するサーバーでローカル・コンピューターのジョブを実行す
るには、dsjob -server r101:31359 -run myproj myjob コマンドを使用し
ます。
v デフォルト・サーバーでローカル・コンピューターのジョブを実行するに
は、dsjob -run myotherproj myotherjob コマンドを使用します。
v ポート 31360 を使用するバージョン 8.5 サーバーで、R101 という名前の
リモート・コンピューターのジョブを実行するには、ホスト・コンピュー
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ターとドメイン、およびログイン情報も指定する必要もあります。例え
ば、dsjob -domain mydomain:9080 -server r101:31360 -user billg
-password paddock -run myproj myjob コマンドを入力します。

InfoSphere DataStage エンジン・サービスの始動および停止
1 つのコンピューター上に複数のバージョンの InfoSphere DataStage が存在すると
きは、始動または停止するバージョンを識別する必要があります。

このタスクについて
始動または停止する IBM InfoSphere DataStage エンジンは、エンジンをホストする
サーバーの DSEngine サブディレクトリーを参照する $DSHOME 環境変数を設定
して識別します。例えば、同じコンピューター上に 2 つのエンジンがあり、それぞ
れ次の DSEngine サブディレクトリーがあるとします。
v /disk1/Ascential/DataStage/DSEngine (バージョン 7.5.1 エンジン)
v /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine (バージョン 8.7 エンジン)
(バージョン 7.5.3 の DataStage サーバー上の) DataStage エンジン層を、UNIX ま
たは IBM AIX が稼働するコンピューターにインストールすると、ファイル
/.dshome が作成されます。このファイルには、$DSHOME のデフォルト設定として
使用されるパスが含まれています。追加の DataStage エンジンをインストールする
前と後に、/.dshome ファイルを削除してください。複数の DataStage エンジンがあ
る場合は、$DSHOME のデフォルト設定によって、管理タスクの実行時に誤った値
が使用される可能性があります。

手順
1. InfoSphere DataStage アドミニストレーターとしてログオンします。
2. $DSHOME 環境変数を、/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine ディレクト
リーを指すように設定します。
3. 以下のコマンドを使用して、InfoSphere DataStage エンジン・サービスを停止し
ます。
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

4. エンジン・サービスが停止するまで 30 秒待ちます。
5. 以下のコマンドを使用して、エンジン・サービスを起動します。
$DSHOME/bin/uv -admin -start

IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.7 へのマイグレーション
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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 10. 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 11. 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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 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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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. 2006, 2011
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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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
います。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
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とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。サンプル・プログラムは特定物として現存するまま提供し、法律上の瑕疵担保
責任を含むいかなる保証責任も負いません。IBM は、お客様の当該サンプル・プロ
グラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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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。
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