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第 1 章 管理の概要
IBM® InfoSphere™ Information Server では、セキュリティー、ライセンス、クラス
ターおよび高可用性構成、ログ、スケジュール、およびサービスの管理と、データ
のバックアップを行うことができます。IBM InfoSphere Information Server コンソー
ル と IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の両方には、管理機能が
あります。

セキュリティー管理
InfoSphere Information Server 管理の一部として、スイート・セキュリティーをセッ
トアップし、管理します。セキュリティー管理には、以下のタスクが含まれます。
v ユーザー・レジストリーの構成および管理
ユーザー・レジストリーは、ユーザー名とパスワードといったユーザー・アカウ
ント情報を保持し、認証時にアクセスされます。使用するスイートのユーザー・
レジストリーを選択します。内部 InfoSphere Information Server ユーザー・レジ
ストリー、あるいは外部のローカル・オペレーティング・システムまたは
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを選択でき
ます。選択したレジストリーとインストール済み環境のトポロジーによっては、
ユーザー・レジストリー間で証明情報をマップする必要がある場合もあります。
v アクセスの制御
ユーザー・アカウントとグループを作成します。ユーザーとグループにロールを
割り当てて、ユーザーが使用できる機能とユーザーがアクセスできるプロジェク
トを指定します。ユーザー・ロールは、互いに重なるいくつかのレベルで定義で
きます。
v セキュリティー関連イベントの監査
セキュリティー関連イベントには、セキュリティー関連の設定値とすべてのユー
ザー認証を設定または変更するすべてのアクティビティーと、アプリケーション
のアクセス試行が含まれます。ログに記録するイベントおよび含める情報量を構
成します。ログ情報をモニターおよび分析すると、機密データへの無許可アクセ
スの防止に役立ちます。
v アドミニストレーター・アカウントのパスワード
セキュリティー・ポリシーに適合するために、アドミニストレーター・アカウン
トのパスワードを定期的に変更します。
v アクティブ・ユーザー・セッションの管理
現行アクティブ・セッションを表示し、セッション制限を管理します。必要であ
れば、あるユーザーまたはすべてのユーザーを強制的に切断できます。
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ライセンス交付された IBM InfoSphere DataStage® エディションお
よびフィーチャー・パックの管理
InfoSphere Information Server 管理の一部として、IBM からのライセンス証書に準拠
するために InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックのア
クティベーションを制御します。管理には、以下のタスクが含まれます。
v 初期エディションおよびフィーチャー・パックのアクティベーション
InfoSphere DataStage をインストールする場合、InfoSphere Information Server イ
ンストール・プログラムから、インストールしてアクティブにする InfoSphere
DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックを選択するようにプロンプ
トが出されます。IBM からの有効なライセンス証書のある項目を選択します。イ
ンストール・プログラムによって、選択した項目と関連付けられている機能がア
クティブにされます。他のエディションまたはフィーチャー・パックは非アクテ
ィブになっていて、使用できません。
v アクティブ項目のリストの保守
後で追加の InfoSphere DataStage エディションまたはフィーチャー・パックのラ
イセンスを取得した場合は、InfoSphere Information Server 内の項目をアクティブ
にする必要があります。項目に関するライセンスがなくなった場合は、非アクテ
ィブにする必要があります。エディションまたはフィーチャー・パックを非アク
ティブにすると、項目内の機能は使用できなくなります。

クラスターおよび高可用性構成と管理
インストール済み環境の一部がクラスターまたは高可用性構成でセットアップされ
ている場合は、クラスターを管理します。管理には、以下のタスクが含まれます。
v アクティブ/パッシブ構成の管理
インストール済み環境内の 1 つ以上ソフトウェア層がアクティブ/パッシブ構成
でセットアップされている場合は、サーバーのペアをモニターおよび管理しま
す。ハードウェアまたはネットワーク・エラーによってパッシブ・サーバーへの
フェイルオーバーが発生した場合は、プロジェクトをリカバリーし、中断された
すべてのジョブを再開します。また、フェイルオーバーを強制的に行って、メン
テナンスまたはアップグレード作業のためにアクティブ・サーバーを解放するこ
ともできます。
v アプリケーション・サーバー・クラスターの管理
InfoSphere Information Server サービス層が IBM WebSphere® Application Server
クラスターに実装されている場合は、そのクラスターを管理および保守します。
このタスクには、クラスター・メンバーの追加、管理対象ノードの追加、ノード
間の情報の同期化、およびプロセスの再実行が含まれます。
v IBM DB2® 高可用性構成の管理
メタデータ・リポジトリー層が DB2 クラスターまたは高可用性災害復旧
(HADR) 構成で実装されている場合は、そのクラスターをモニターします。フェ
イルオーバーが発生した場合は、フェイルオーバーからリカバリーして、サービ
スをリストアします。
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管理ガイド

ログの管理
すべての InfoSphere Information Server 製品モジュールにわたるログを管理できま
す。ログは、メタデータ・リポジトリーに保管されます。ログの管理には、以下の
タスクが含まれます。
v ロギングの構成
メタデータ・リポジトリーに格納するロギング・カテゴリーと、ロギング・イベ
ントの重大度レベルを指定します。
v ログの照会
IBM InfoSphere Information Server コンソール および IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール でログ・ビューを作成します。メタデータ・
リポジトリーに保管されているログ・イベントをリトリーブおよび照会するには
このビューを使用します。

スケジューリング管理
製品モジュールの多くは、スケジューリング機能を使用します。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer のレポート実行や分析ジョブは、スケジュール済み
タスクです。管理のスケジューリングには、以下のタスクを含みます。
v スケジュールの作成、更新、および管理
スケジュール管理は、製品モジュール内で行われます。例えば、コンソールで
InfoSphere Information Analyzer プロジェクト内の列分析ジョブを毎週実行するよ
うにスケジュールを作成します。
v スケジュールの表示
すべての製品モジュールのすべてのスケジュール済みアクティビティーのグロー
バル・ビューを表示できます。このデータを使用して、スケジュールを処理する
のに十分なリソースが使用可能であることを確認できます。タスクをスケジュー
ルしたユーザーおよび頻度をモニターできます。
v スケジュールの照会
すべての製品モジュールに渡って定義されたすべてスケジュールを照会できま
す。その状況、履歴、および予測を確認できます。また、スケジュール済み実行
履歴のパージなどのメンテナンス・タスクを実行することもできます。システム
の過負荷を防止するために、既存のスケジュールを停止または開始することがで
きます。

バックアップの管理
データの損失を防ぎ、災害時回復の準備のために、定期的なバックアップを管理し
ます。バックアップの管理には、以下のタスクが含まれます。
v InfoSphere Information Server コンポーネントのバックアップ
すべてのデータベース、プロファイル、ライブラリーなどのデータの定期的バッ
クアップをスケジュールし、実行します。
v コンポーネントのリストア
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ハードウェア障害やその他の災害が発生した場合にデータをリカバリーするため
に、バックアップしたデータをリストアできます。

サービスの管理
InfoSphere Information Server サービスおよび WebSphere Application Server サービ
スを管理します。管理には、以下のタスクが含まれます。
v InfoSphere Information Server の保守モードの設定および解除
InfoSphere Information Server を保守モードにすることにより、管理タスクの実行
中に管理者以外のユーザーがログインしないようにすることができます。
v サービスの停止および再開
多くのメンテナンスおよび管理タスクでは、さまざまな InfoSphere Information
Server サービスまたは WebSphere Application Server サービスを停止して再開す
る必要があります。
v サービスの状況の確認
トラブルシューティングや他のメンテナンス・タスクのために、サービスの状況
を判別できます。

資産の管理
資産には、プロジェクト、テンプレート、構成仕様、パラメーター・セット、およ
び InfoSphere Information Server 製品モジュールで作成される他のすべての情報を
含みます。資産はメタデータ・リポジトリーに保管されます。管理には、以下のタ
スクが含まれます。
v 資産のインポートとエクスポート
InfoSphere Information Server インストール済み環境間で資産を移動するには、あ
るインストール済み環境から資産をエクスポートして、別のインストール済み環
境にインポートします。例えば、開発システム、テスト・システム、および実動
システムがある場合、このシステム間で資産を移動します。
v 資産の照会および削除
特定の資産を照会し、必要に応じて削除することができます。

管理ツール
InfoSphere Information Server を管理するには、以下のソフトウェア・ツールを使用
します。
v IBM InfoSphere Information Server コンソール
IBM InfoSphere Information Server コンソール (「コンソール」とも呼ばれる)
は、リッチ・クライアント・ベースのインターフェースで、データのプロファイ
ル作成やサービス指向アプリケーション開発などのアクティビティーに使用でき
ます。コンソールでは、管理タスク、レポート作成タスク、および IBM
InfoSphere Information Analyzer と IBM InfoSphere Information Services Director
に関連したタスクを実行できます。
v IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
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IBM InfoSphere Information Server Web コンソール (「Web コンソール」) は、
セキュリティー管理やスケジュール済みタスクのビューの作成などの、管理アク
ティビティーに対応するブラウザー・ベースのインターフェースです。 Web コ
ンソールでは、管理タスク、レポート作成タスク、および、IBM InfoSphere
Business Glossary と情報サービス・カタログに関連付けられたタスクを実行でき
ます。
特定のタスクでは、WebSphere Application Server 管理コンソールも使用されます。
資産を管理するには、istool コマンド・ラインを使用します。

IBM InfoSphere DataStage 管理
IBM InfoSphere DataStage 管理の詳細については、InfoSphere DataStage 管理ガイド
を参照してください。
表 1. InfoSphere DataStage 管理ガイド
表題

説明

アドミニストレーター・クライアント・ガイ
ド

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage™
アドミニストレーター クライアントについ
て説明し、IBM InfoSphere Information Server
エンジンに対してセットアップ、ルーチン・
メンテナンス・オペレーション、および管理
を実行するための手順を示します。

デザイナー・クライアント・ガイド

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー クライアントについて説明し、
InfoSphere DataStage and QualityStage アプリ
ケーションの作成、デザイン、および開発方
法の概要を説明します。

ディレクター・クライアント・ガイド

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
ディレクター クライアントについて説明
し、パラレル・ジョブとサーバー・ジョブを
検証、スケジュール、実行、およびモニター
する方法を説明します。

グローバリゼーション・ガイド

各国語サポート (NLS) がインストールされ
ている場合に InfoSphere DataStage and
QualityStage で使用可能な NLS 機能の使用
についての情報が含まれています。

デフォルトでは、このドキュメントはシステムにインストールされています。
v

v

Windows

システム上のドキュメントのリストにアクセスするには、「スター
ト」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「ドキュメンテーション」をクリックします。
Linux

UNIX

スイートの PDF 文書が、
¥IBM¥InformationServer¥Documentation にインストールされています。

スイートの PDF 文書の完全なセットが、インストール・ソフトウェアに付属する
IBM InfoSphere Information Server PDF CD に収録されています。
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IBM WebSphere Application Server 管理
ほとんどの管理タスクは IBM InfoSphere Information Server コンソール または
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で実行できますが、ユーザー・
レジストリー構成の変更、アプリケーションのトラブルシューティング、パフォー
マンスのチューニング、および他の構成タスクの実行を IBM WebSphere Application
Server で直接行う必要がある場合があります。
WebSphere Application Server に関する情報は、次の場所にあります。
v バージョン 7.0: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp
v バージョン 8.0: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp
WebSphere Application Server 管理の詳細については、次の管理トピックを参照して
ください。
表 2. WebSphere Application Server 管理トピック
タスク

リンク

WebSphere Application Server ユーザー・レジ
ストリーの構成

バージョン 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tsec_useregistry.html
バージョン 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tsec_useregistry.html

WebSphere Application Server のトラブルシュ
ーティング

バージョン 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
welc6toptroubleshooting.html
バージョン 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
welc6toptroubleshooting.html

WebSphere Application Server ログ・ファイル

バージョン 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
ttrb_mglogs.html
バージョン 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
ttrb_mglogs.html
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表 2. WebSphere Application Server 管理トピック (続き)
タスク

リンク

パフォーマンスのチューニング

バージョン 7.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tprf_tuneprf.html
バージョン 8.0: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/
tprf_tuneprf.html

IBM InfoSphere Business Glossary 用双方向言
語サポートの構成

「IBM InfoSphere Business Glossary 管理お
よびオーサリング・ガイド」にある双方向
言語サポートに関するトピックを参照して
ください
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第 2 章 コンソールを開く
IBM InfoSphere Information Server を管理するために、IBM InfoSphere Information
Server コンソール、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール、および
IBM WebSphere Application Server 管理コンソールを使用できます。

IBM InfoSphere Information Server コンソール を開く
セキュリティーのセットアップ、プロジェクトの管理、データの分析、情報サービ
スの使用可能化、またはレポートの実行には、IBM InfoSphere Information Server コ
ンソールを使用します。このコンソールは、リッチ・クライアント・ベースのイン
ターフェースです。

このタスクについて
このコンソールは、以下の管理アクティビティーに使用します。
v プロジェクトの作成と管理。
v プロジェクト・レベルのセキュリティーの設定。
v IBM InfoSphere Information Analyzer でのデータの分析。
v IBM InfoSphere Information Services Director での情報サービスの有効化。
v レポートの実行。

手順
1. Microsoft Windows のスタート・メニューから、「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」を選択します。
2. 「ユーザー名」フィールドに、ユーザー名を入力します。
3. 「パスワード」フィールドに、パスワードを入力します。
4. 「サーバー」メニューで、ホスト名とポートを入力するか選択します。 ホスト
名とポートは、ユーザーのサービス層構成用に WebSphere Application Server ク
ラスタリングがセットアップされているかどうかと、セキュア HTTP (HTTPS)
がセットアップされているかどうかによって異なります。
表 3. 各種構成のホスト値およびポート値
IBM WebSphere
Application Server 構成
WebSphere Application
Server クラスタリングがセ
ットアップされている

ホスト値
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。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011

ポート値 (HTTP プロトコ
ル)

ポート値 (HTTPS プロトコ
ル)

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。
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表 3. 各種構成のホスト値およびポート値 (続き)
IBM WebSphere
Application Server 構成
クラスタリングがセットア
ップされていない

ホスト値

ポート値 (HTTP プロトコ
ル)

ポート値 (HTTPS プロトコ
ル)

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 では
WC_defaulthost_ secure とし
て構成済み)。デフォルト:
9443

5. 「ログイン」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールを開く
セキュリティーの管理、スケジュール済みタスクの表示、レポートを使用した作
業、あるいは IBM InfoSphere Business Glossary または Information Services カタロ
グに関連したタスクの実行を行うには、InfoSphere Information Server Web コンソー
ルを使用します。
Web コンソールは、以下の管理アクティビティーに使用します。
v セキュリティーの管理。
v スケジュール済みタスクのビューの作成。
v レポート作成。
v IBM InfoSphere Business Glossary に関連したタスク。
v Information Services カタログに関連したタスク。
Web コンソールにアクセスするには、使用する URL を判別し、ブラウザーを構成
して、コンソール・ウィンドウにナビゲートします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の URL
の判別
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の URL は、IBM WebSphere
Application Server 通信プロトコルと構成によって異なります。

手順
URL の構文は、次のとおりです。
protocol://host:port/ibm/iis/console

protocol は通信プロトコルであり、http か https のいずれかです。
host と port は、通信プロトコルと WebSphere Application Server 構成 (クラスター
または非クラスター) によって異なります。
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表 4. 各種構成のホスト値およびポート値
IBM WebSphere
Application Server 構成

ホスト値

ポート値 (HTTP プロトコ
ル)

ポート値 (HTTPS プロトコ
ル)

WebSphere Application
Server クラスタリングがセ
ットアップされている

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。

クラスタリングがセットア
ップされていない

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 では
WC_defaulthost_ secure とし
て構成済み)。デフォルト:
9443

例えば、クラスタリングがセットアップされていない構成では、HTTPS URL は次
のようになります。
https://myhost.example.com:9443/ibm/iis/console

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用す
るための Web ブラウザーの構成
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール は、Microsoft Internet Explorer
および Mozilla Firefox の両方でサポートされています。IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールを使用する前に、優先 Web ブラウザーで次のステップを完
了する必要があります。

始める前に
v 使用するブラウザーが InfoSphere Information Server でサポートされていること
を確認してください。サポートされるブラウザーの詳細については、InfoSphere
Information Server システム要件 (www.ibm.com/software/data/integration/info_server/
overview/requirements.html) を参照してください。
v Web コンソールへのアクセスに使用する URL を判別します。 10 ページの
『IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の URL の判別』 を参照
してください。ホスト名とポートは、使用中の IBM WebSphere Application
Server 通信プロトコルと構成によって異なります。
v HTTPS が使用可能で、初めて Web コンソールにアクセスする場合、サーバーか
らの証明書が信頼できないときには、セキュリティー証明書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が表示された場合は、ブラウザーから出
されたプロンプトに従って証明書を受け入れて、ログイン・ページに進みます。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用する
ための Microsoft Internet Explorer の構成
Microsoft Internet Explorer を、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール
を使用して作業できるようにします。

第 2 章 コンソールを開く
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手順
1. JavaScript を使用可能にします。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックします。「セキュ
リティ」タブで、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。
b. 「セキュリティ設定」ウィンドウで、「スクリプト」 > 「アクティブ スク
リプト」 > 「有効にする」を選択します。
2. InfoSphere Information Server ホスト・サイトの Cookie を受け入れるようにブラ
ウザーを設定します。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックします。
b. 「プライバシー」タブで、「サイト」をクリックします。
c. 「Web サイトのアドレス」フィールドに InfoSphere Information Server のホ
スト名を入力します。
d. 「許可」をクリックします。
e. 「OK」をクリックします。
3. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の URL のポップアップ・
ウィンドウを有効にします。
a. 「ツール」 > 「ポップアップ ブロック」 > 「ポップアップ ブロックの設
定」を選択するか、ポップアップ・ウィンドウ・ブロックをオフにします。
b. 設定を選択した場合は、URL を入力して、「追加」をクリックします。
注: サイトのポップアップ・ウィンドウを使用可能にするには、ポップアップ・
ブロックを使用不可にするか構成する必要がある場合もあります。
4. サイトにアクセスするごとにページを最新表示することを指定します。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックし、「全般」タブ
で、「設定」をクリックします。 「閲覧の履歴」セクションの「設定」をク
リックします。
b. 「Web サイトを表示するたびに確認する」または「自動的に確認する」を選
択して、「OK」をクリックします。
5. オプション: HTTP エラー・メッセージの簡易表示を無効にします。
a. 「ツール」 > 「インターネット オプション」をクリックします。
b. 「詳細設定」タブで、「参照」 > 「HTTP エラー メッセージを簡易表示す
る」を選択解除します。

Microsoft Windows Server 2008 上の IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールで使用するための Internet
Explorer の構成
Microsoft Windows Server 2008 では、 Internet Explorer の信頼済みサイト・ゾーン
に InfoSphere Information Server Web コンソール URL を追加する必要がある場合
があります。
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このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を、そのホスト名
(http://hostname:9080/ibm/iis/console など) を使用して参照している場合は、Internet
Explorer の信頼済みサイト・ゾーンにこの URL (http://hostname) を追加する必要が
あります。
クライアント・コンピューターがサーバーでもあり、URL http://localhost:9080/ibm/
iis/console を使用してサーバーに参照で移動する場合、または Mozilla Firefox を使
用している場合は、信頼済みサイト・ゾーンに URL を追加する必要はありませ
ん。

手順
1. Microsoft Internet Explorer で、「ツール」 > 「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」タブで、「信頼済みサイト」ゾーンを選択します。
3. 「サイト」をクリックします。
4. 「信頼済みサイト」ウィンドウで、URL を入力し、「追加」をクリックしま
す。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用する
ための Mozilla Firefox の構成
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用して作業するように
Mozilla Firefox を構成できます。

手順
1. JavaScript を使用可能にします。
a. 「ツール」 > 「オプション」をクリックし、「コンテンツ」タブで、
「JavaScript を有効にする」をクリックします。
2. InfoSphere Information Server ホスト・サイトの Cookie を受け入れるようにブラ
ウザーを設定します。
a. 「ツール」 > 「オプション」をクリックします。
b. 「プライバシー」タブで、「サイトから送られてきた Cookie を保存する」
オプションをクリックします。あるいは、「例外サイト」をクリックし、
「サイトのアドレス」リストに、ホスト名を入力して「許可」をクリックし
て、サイトを追加します。
3. Web コンソールの URL のポップアップ・ウィンドウを有効にします。
a. 「ツール」 > 「オプション」をクリックします。
b. 「コンテンツ」タブを選択し、「ポップアップ・ウィンドウをブロックす
る」オプションの選択を解除するか、または、「例外サイト」をクリック
し、「サイトのアドレス」リストに、ホスト名を入力して「許可」をクリッ
クして、サイトを追加します。

Web ブラウザーでのレポート結果の表示
レポート結果が Microsoft Internet Explorer で確実に正しく表示されるように、追加
のセキュリティー・オプションを設定します。
第 2 章 コンソールを開く
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手順
1. Internet Explorer のツールバーで、「ツール」 > 「インターネット オプショ
ン」をクリックします。
2. 「セキュリティ」タブで、サービス層が置かれているゾーン (「ローカル イン
トラネット」など) をクリックします。
3. 「セキュリティ」タブで、「レベルのカスタマイズ」をクリックします。
4. 「セキュリティ設定」ウィンドウで、「ダウンロード」の下の「ファイルのダウ
ンロード時に自動的にダイアログを表示」までスクロールし、「有効にする」を
選択します。
5. 「OK」をクリックします。
6. 「OK」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール へのナビ
ゲート
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール (「Web コンソール」) は、管
理アクティビティー用のブラウザー・ベースのインターフェースです。

始める前に
v 使用するブラウザーが IBM InfoSphere Information Server でサポートされている
ことを確認してください。サポートされるブラウザーの詳細については、
InfoSphere Information Server システム要件 (www.ibm.com/software/data/integration/
info_server/overview/requirements.html) を参照してください。
v Web コンソールへのアクセスに使用する URL を判別します。 10 ページの
『IBM InfoSphere Information Server Web コンソール の URL の判別』 を参照
してください。
v

11 ページの『IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で使用するた
めの Web ブラウザーの構成』 の説明に従ってブラウザーを構成します。

手順
1. Web ブラウザーを開いて、コンソールにナビゲートします。 使用する URL
は、使用中の IBM WebSphere Application Server 通信プロトコルと構成によっ
て異なります。 10 ページの『IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル の URL の判別』 を参照してください。
2. HTTPS が使用可能で、初めて Web コンソールにアクセスする場合、サーバー
からの証明書が信頼できないときには、セキュリティー証明書に関するメッセー
ジが表示されます。ブラウザーから出されたプロンプトに従って証明書を受け入
れて、ログイン・ページに進みます。
3. ユーザー名とパスワードを入力します。
4. 「OK」をクリックして、「ホーム」タブを開きます。

IBM WebSphere Application Server 管理コンソールへのログイン
IBM InfoSphere Information Server サーバー・サイド・プロセスは WebSphere
Application Server で実行されるため、特定の管理用タスクは WebSphere Application
Server 管理コンソールを使用して実行します。
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始める前に
WebSphere Application Server 管理コンソール内でさまざまなタスクを実行するに
は、十分な権限が必要です。必要な権限レベルは、タスクによって異なります。

手順
1. Web ブラウザーを開いて、WebSphere Application Server 管理コンソールにナビ
ゲートします。 URL の形式は、次のとおりです。
https://hostname:port/ibm/console
hostname と port を、次のようにして指定します。
v WebSphere Application Server クラスタリングがユーザーのサービス層構成に
セットアップされている場合は、デプロイメント・マネージャーのホスト・コ
ンピューターのホスト名 (または IP アドレス) とポートを指定します。デフ
ォルトのポート番号は 9043 です。
v クラスタリングがセットアップされていない場合は、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
スを指定します。WebSphere Application Server 管理コンソールに割り当てら
れているポート番号を指定します。デフォルトのポート番号は 9043 です。
2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。

第 2 章 コンソールを開く
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第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
IBM InfoSphere Information Server コンソールは、リッチ・クライアント・ベースの
インターフェースです。プロジェクトの作成と管理、プロジェクト・レベルのセキ
ュリティーの設定、IBM InfoSphere Information Analyzer を使用したデータの分析、
IBM InfoSphere Information Services Director を使用した情報サービスの有効化、レ
ポートの実行などのアクティビティーに対応します。
IBM InfoSphere Information Server コンソールから、次のタスクを実行できます。
v プロジェクトの作成
v プロジェクト・レベルのセキュリティーのセットアップ
v 情報の分析
– 列
– 主キーと外部キー
– 複数のデータ・ソース全体
v 情報サービスの使用可能化
– プロバイダーへの接続
– プロジェクト、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
– サービスのデプロイ
v レポートの実行
v スケジュールされたタスクおよびログ記録されたメッセージのビュー作成
v ジョブのトラブルシューティング

コンソールのメイン領域
IBM InfoSphere Information Server コンソールには、ワークスペースが提供されてお
り、データの分析、アプリケーションと Web サービスのデプロイ、およびスケジ
ュールとログのモニターに使用できます。
以下のトピックでは、IBM InfoSphere Information Analyzer と IBM InfoSphere
Information Services Director の両方がインストールされている場合を説明します。1
つの製品モジュールしかインストールされていない場合、一部の機能が使用できな
い可能性があります。

「マイ・ホーム」ワークスペース
IBM InfoSphere Information Server コンソールを開くと、「マイ・ホーム」ワークス
ペースが表示されます。このワークスペースで、開始のための情報にアクセスする
ことができ、プロジェクトにアクセスできます。
下の図は、「マイ・ホーム」ワークスペースを示しています。ワークスペースに表
示されるセクションは、カスタマイズできます。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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図 1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「マイ・ホーム」ワークスペース

このワークスペースには、以下のセクションが含まれています。

「開始」ペイン
「開始」ペインでは、製品モジュールでの作業方法が説明されます。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer での作業方法などです。表示される情報は、インス
トールされている製品モジュールに対応します。
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図 2. 「開始」ペイン

「開始」ペイン内の多くのトピックには、関連タスクを開くリンクと、さらに詳し
い情報を得るためにインフォメーション・センターを開くリンク (「詳細情報」リ
ンク) が含まれています。

「プロジェクト」ペイン
「プロジェクト」ペインで、プロジェクトを選択して開くことができます。複数ユ
ーザーが、コンソール内の 1 プロジェクトに加わり作業することができます。この
ペインには、アクセスできる全プロジェクトのリストが表示されます。

図 3. 「プロジェクト」ペイン

「プロジェクト」ペインから InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを選択
すると、プロジェクト詳細セクションにそのプロジェクトの状況が表示されます。

ワークスペース・ナビゲーター
複数ワークスペース間をナビゲートする基本的な方法が、ワークスペース・ナビゲ
ーターです。ワークスペース・ナビゲーターは、一連のメニューで、ワークスペー
ス間の移動に使用します。
ワークスペース・ナビゲーターは、5 つのナビゲーション・メニューで構成されま
す。各ナビゲーション・メニューには、タスクの実行に使用するワークスペースへ
のリンクが含まれています。使用可能なワークスペースは、作業している製品モジ

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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ュールによって決まります。特定のコンポーネントがインストールされていない
と、空のナビゲーション・メニューがある場合があります。
各ワークスペースは、ナビゲーション・メニューに対応します。例えば、「プロジ
ェクト・プロパティー」ワークスペースを開くと、「概要」ナビゲーション・メニ
ューが強調表示されます。選択した現行ナビゲーション・メニューに関連付けられ
ているすべてのオープン・ワークスペースが表示されます。選択していないナビゲ
ーション・メニューに関連付けられているオープン・ワークスペースは表示されま
せん。
リンクを選択してワークスペースを開くと、各メニューに開かれているワークスペ
ース数を示す数値がナビゲーション・メニュー上に表示されます。例えば、「ダッ
シュボード」ワークスペースと「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースが
開かれている場合は、数値 2 が「概要」ナビゲーション・メニュー上に表示されま
す。

図 4. IBM InfoSphere Information Server コンソールのツールバー上のワークスペース・ナビゲーター

使用可能なタスクのタイプは、作業している製品モジュールとプロジェクトによっ
て決まります。以下のリストで、それぞれのメニューで使用可能なタスクのタイプ
を説明します。

「ホーム」ナビゲーション・メニュー
構成とメタデータのタスクが含まれます。例えば、IBM InfoSphere
Information Services Director をインストールしている場合、使用可能な情報
プロバイダーへの接続を「情報サービス接続」ワークスペース内にセットア
ップできます。
「概要」ナビゲーション・メニュー
プロジェクト・ダッシュボードと「プロジェクト・プロパティー」ワークス
ペースが含まれます。「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースに、
例えば、プロジェクト詳細を指定します。
「分析」ナビゲーション・メニュー
情報検出とデータ・プロファイル作成のタスクが含まれます。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer をインストールしている場合、「列分析」
ワークスペース内で列分析ジョブを実行できます。
「開発」ナビゲーション・メニュー
データ形式変更と情報サービスの使用可能化タスクが含まれます。例えば、
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InfoSphere Information Services Director をインストールしている場合、「情
報サービス・アプリケーション」ワークスペースでアプリケーションのデザ
イン、作成、および開発をします。
「操作」ナビゲーション・メニュー
ジョブ・スケジューリング・タスク、ロギング・タスク、および情報サービ
ス・アプリケーション・タスクが含まれます。例えば、「ログ・ビュー」ワ
ークスペース内にログ記録されたメッセージのビューを作成します。

プロジェクト・メニュー
ワークスペース・ナビゲーターの上にあるプロジェクト・メニューにアクセスし
て、プロジェクトを開いたり、複数のオープン・プロジェクト間を移動したり、プ
ロジェクトを作成することができます。
プロジェクト・メニューを開くには、ドロップダウン・メニューをクリックしま
す。

図 5. ワークスペース・ナビゲーターの上にあるプロジェクト・メニュー

コンソールにおいてプロジェクトのコンテキストの外側で構成タスクおよび管理タ
スク (例えば、ロギング、スケジューリング、レポート作成など) を実行できます。
情報分析やサービス使用可能化などの製品モジュール・タスクを実行するには、最
初にプロジェクトを開く必要があります。プロジェクトは、製品モジュールで実行
できるすべてのタスクの論理コンテナーです。

パレット
パレットを使用して、アクティビティーの履歴を表示したり、ワークスペースのオ
ープン、ショートカットのアクセス、および注釈の管理を行うことができます。パ
レットは、連結、フロート、あるいは固定することができます。デフォルトで、パ
レットはコンソールの左側に配置されています。
パレットを開くには、以下のタブのいずれかをクリックします。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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図 6. 「パレット」タブ

注釈

このパレットを使用して、オブジェクトに関連した注釈を表示できます。注
釈は、一部の製品モジュールについてのみ使用可能です。

ショートカット
このパレットを使用して、以前にショートカットを作成しておいたワークス
ペースまたはペインに移動することができます。
履歴

このパレットを使用して、訪問したワークスペースのリストを表示できま
す。現行ワークスペースあるいは、最後に訪問したワークスペースがリスト
の先頭になります。

オープン・ワークスペース
このパレットには、すべてのオープン・ワークスペースが表示されます。プ
ロジェクト固有のワークスペースは、プロジェクトごとにグループ分けされ
ます。
パレットを非表示にするには、このペインの外部をクリックします。
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プロジェクト・ダッシュボード
プロジェクトを開くと、プロジェクト・ダッシュボードが表示されます。
IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director プロジェクトには、両方ともダッシュボードが含まれます。次の図は、
InfoSphere Information Analyzer ダッシュボードの例を示しています。

図 7. InfoSphere Information Analyzer のプロジェクト・ダッシュボード

「ダッシュボード」タブを使用して、タスク・ワークフローに関して詳細情報を習
得したり、一部の製品モジュールについては、プロジェクトの現行状況を表示させ
ることができます。コンソールのダッシュボードをカスタマイズして、内容ペイン
の追加や削除ができます。一部の製品モジュールでは、ダッシュボードを構成し
て、基盤となっているプロジェクト情報に基づくチャートやグラフを表示させるこ
ともできます。

ステータス・バー
処理を必要とするジョブをサブミットすると、ワークスペースの下部にステータ
ス・バーが表示されます。
ステータス・バーには、アクティビティーの進行状況、エラー・メッセージ、およ
び警告が示されます。ステータス・バーを使用して、開始したジョブまたはアクテ
ィビティーをモニターすることができます。
ステータス・バーは、以下のいずれかの状況になります。
第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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閉じられている
実行中のアクティビティーがない場合、ステータス・バーは閉じられていま
す。
進行中のアクティビティー
アクティビティーまたはジョブが実行中の場合、ステータス・バーは閉じら
れたまま、そのバーの長さを進んでいく緑色の状況インジケーターが表示さ
れます。
通知
アクティビティーを開始したとき、あるいはアクティビティーが完了したと
きに、ステータス・バーは一時的に開かれて、アクティビティーの状況につ
いての詳細が示されます。アクティビティーが実行中の場合、ステータス・
バーの上にカーソルを移動させて、状況ペインを開くことにより、そのアク
ティビティーの状況に関する詳細情報を表示させることができます。状況ペ
インには、より大きな進行状況表示バー、アクティビティーに関するサマリ
ー情報、および「詳細」ボタンが含まれます。自身が開始したジョブまたは
アクティビティーの状況は、いつでもステータス・バーの上にカーソルを移
動して表示することができます。
詳細
アクティビティーの状況に関する情報を表示するには、状況ペインで「詳
細」ボタンをクリックします。アクティビティーが実行を開始した時間や、
システム警告やエラーがあるかどうかなどの詳細を表示することができま
す。「詳細」状況には、開始したすべてのアクティビティーとジョブがリス
トされます。

ショートカット
あとで迅速にタスクに戻るために、ショートカットを作成できます。
オープン・タスクへのショートカットを作成するために、「ショートカット」ボタ
ンをクリックします

。

ショートカットを作成したら、「ショートカット」タブをクリックしてタスクに戻
ることができます。

図 8. 「ショートカット」タブ
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注釈
注釈を使用して、オブジェクトに対するコメントを付けたり、他のユーザーに対し
て情報を提供したり、さらに分析が必要な問題を特定することができます。使用可
能な注釈は、作業しているスイート・コンポーネントによって決まります。
注釈を作成あるいは表示するには、「注釈」パレットを使用するか、「注釈」アイ
コンをクリックします。「注釈」アイコンは、タスク・ペインの上部に置かれてい
ます。

ワークスペース内の基本的なタスク・フロー
IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクトと IBM InfoSphere Information
Services Director プロジェクトで、異なるタイプのタスクを実行する場合でも、基本
的なタスク・フローは同じです。
以下のトピックで、ワークスペース内の基本的なタスク・フローを説明します。次
の例は、InfoSphere Information Analyzer を使用して列分析ジョブを作成するコンテ
キストのタスク・フローを示しています。タスクのタイプと使用可能なオプション
は、InfoSphere Information Analyzer プロジェクトと InfoSphere Information Services
Director プロジェクト間で異なります。

ワークスペース・ナビゲーターからのタスク・メニューの選択
プロジェクトを開いた後の最初の手順は、ワークスペース・ナビゲーターからタス
ク・メニューを選択することです。

このタスクについて
ワークスペース・ナビゲーターは、5 つのナビゲーション・メニューで構成されま
す。各ナビゲーション・メニューには、タスクの実行に使用するワークスペースへ
のリンクが含まれています。使用可能なワークスペースは、作業しているスイー
ト・コンポーネントによって決まります。特定のコンポーネントがインストールさ
れていないと、空のナビゲーション・メニューがある場合があります。
実行するタスクのタイプに対応するメニューを選択します。

図 9. この例では、ユーザーは「分析」タスク・メニューを選択します。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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実行するタスクをメニューから選択する
次に、タスク・メニューから実行するタスクを選択します。

このタスクについて
各ナビゲーション・メニューには、実行できるタスクのハイレベルのリストが含ま
れています。ハイレベルのタスクに関連付けられたワークスペースを開くためにタ
スクを選択します。

図 10. この例では、ユーザーは、「列分析」ワークスペースを開くために列分析を選択します。

ワークスペース内のオブジェクトとタスクの選択
ワークスペースで、オブジェクト・リストから処理する項目を選択し、次にタス
ク・リストから実行するタスクを選択します。

このタスクについて
オブジェクト・リストには、タスクを実行する対象の項目が含まれています。例え
ば、データ・ソース、アプリケーションやサービス、あるいはログ・ビューなどで
す。また、オブジェクト・リストには、分析の完了やログ・ビューの作成日などの
状況情報も含まれています。
タスク・リストには、選択したオブジェクトに対して実行できるタスクが含まれて
います。
下図に示すように、オブジェクト・リストから処理するオブジェクトを選択しま
す。
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図 11. 「列分析」ワークスペースのオブジェクト・リストでデータ・ソースが選択された例

次に、タスク・リストから実行するタスクを選択します。

図 12. 「列分析」ワークスペース内のタスク・リストからタスクを選択する場合の例

まだオブジェクトが選択されていない場合、あるいは、前提条件のタスクがある場
合に、タスクが使用不可になる可能性があります。

タスク・ペインでの作業
タスク・リストからタスクを選択すると、タスク・ペインが開きます。タスク・ペ
インでは、オプションを選択し、タスクを実行するための詳細を指定することがで
きます。

このタスクについて
タスク・ペインを開くと、ワークスペースの上部にオブジェクト・リストとタス
ク・リストが縮小されていることに注意してください。下の図は、「列分析の実
行」タスク・ペインを示しています。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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図 13. 「列分析の実行」タスク・ペイン

それぞれのタスク・ペインの内容は異なります。多くのタスク・ペインでは、オプ
ションの選択と追加の詳細情報の指定が必要です。また、特定のタスクを指定した
時間に、あるいは指定の間隔で実行するようにスケジュールすることができます。
アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
タスクの入力を完了したら、「保存」または「サブミット」をクリックします。
処理を必要とするジョブをサブミットすると、ワークスペースの下部にステータ
ス・バーが表示されます。

図 14. 列分析ジョブの進行状況を表示するステータス・バー

コンソールでのレポート作成、スケジューリング、およびロギング
また、IBM InfoSphere Information Server コンソールにより、レポート作成、スケジ
ューリング、およびロギングなどの共通の管理用タスクにアクセスすることができ
ます。
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レポート作成
レポート・ワークスペースを使用して、レポートの作成、編集、または表示ができ
ます。レポートには、そのスイートで実行されたアクティビティーの詳細が表示さ
れます。
レポートを作成するには、レポート・テンプレートを選択してからそのレポートに
関連付けるプロジェクトを指定します。次に、そのレポートのパラメーターを入力
し、作成するレポートのフォーマット (例えば、PDF、XML、あるいは DHTML な
ど) を選択します。使用可能なレポート・テンプレートは、そのスイート内のコン
ポーネントに対応します。
レポートを編集するには、変更するレポートを選択してから、そのコピーを作成し
ます。コピーに任意の変更を加えます。
レポートは、メタデータ・リポジトリーに保存でき、作成者あるいは他の許可ユー
ザーがアクセスできます。作成者または他のユーザーは、レポート内の情報を使用
して、プロジェクト・モジュールの他のタスクを実行できます。
また、レポート・ワークスペースでは、そのスイートで生成された保存済みレポー
トを表示して、特定のレポートをお気に入りに選択することができます。レポート
を検索する場合、使用可能なレポートのリストを関連付けられたプロジェクトの名
前や、レポートの作成日時でフィルタリングすることができます。レポートをお気
に入りの 1 つとして選択すると、そのレポートは、「マイ・ホーム」ワークスペー
スの「お気に入りレポート」ペインでアクセス可能になります。

スケジューリング
スケジュール・ビューを作成して、スイート内の他の場所で作成したスケジュール
を照会できます。
スケジュールを作成して、作業中のスイート・コンポーネントで特定のアクティビ
ティーをいつ実行させるかを定義します。スケジュールには、アクティビティー実
行予定時の詳細 (例えば、特定の時間あるいは日) が含まれます。指定した時間ある
いは日付に実行するようにスケジュールを構成できます。また、繰り返し実行する
ように、あるいは、異なる間隔で実行するようにスケジュールを構成することもで
きます。
スケジュール・ビューに表示される情報には、例えば、そのスイートで使用可能な
スケジュールのリスト、実行済みのスケジュール・タスクの履歴、特定の時間に実
行されるスケジュール予測などがあります。 照会の作成方法は複数あります。表示
するスケジュールの名前の選択、スケジュールの作成ユーザーの選択、スケジュー
ルが実行される日付の選択、あるいは、スケジュールが作成または更新された日付
の選択で行えます。また、スケジュールを作成したスイート・コンポーネントによ
って、スケジュールの照会を行うこともできます。表示できるのは、自分で作成し
たスケジュールのみです。スイート・アドミニストレーターは、そのスイート内の
すべてのスケジュールを表示できます。
スケジュール・ビューを専用に設定して、アクセスするユーザーを制限できます。
専用とマークを付けられたスケジュール・ビューは、それを作成したユーザーのみ
が使用可能です。すべてのユーザーにスケジュール・ビューを使用可能にする場合
第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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は、そのスケジュール・ビューを共有とマークします。共有スケジュール・ビュー
を編集できるのは、その共有スケジュール・ビューを作成したユーザーまたはスイ
ート・アドミニストレーターのみです。

ロギング
ログ・ビューを構成して、スイートでのアクティビティーの実行時に生成されるロ
グ・メッセージを管理することができます。
ログ・メッセージを照会するログ・ビューを作成します。ログ・メッセージには、
スイートで実行されるアクティビティーに関する詳細が表示されます。ログ・ビュ
ーを作成したら、フィルターを使用して、ログ・ビューの情報を制限することがで
きます。ログ・メッセージを削除できるのはスイート・アドミニストレーターのみ
です。ログ・メッセージを削除する場合は、削除する必要のある情報を含むログ・
ビューを選択します。
ログ・ビューを専用にすることで、ログ・ビューに対するアクセスを制限できま
す。専用ログ・ビューは、そのログ・ビューを作成したユーザーのみが使用できま
す。ログ・ビューをすべてのユーザーに対して使用可能にする場合は、ログ・ビュ
ーを共有にします。共有ログ・ビューを編集できるのは、その共有ログ・ビューを
作成したユーザーまたはスイート・アドミニストレーターのみです。

オンライン・ヘルプ
タスクの作業中にヘルプ表示が必要な場合、F1 を押してコンテキスト・ヘルプにア
クセスしてインフォメーション・センターを開くか、あるいは、指示ペインでタス
クに関する具体的な情報を検索してください。

コンテキスト・ヘルプ
作業中に助けが必要な場合、F1 を押して、コンテキスト・ヘルプを開いてくださ
い。例えば、「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースから、F1 を押すとイ
ンフォメーション・センター内のプロジェクト・プロパティーのドキュメンテーシ
ョンを開くことができます。

インフォメーション・センター
インフォメーション・センターは、Web ベースのこのヘルプ・システムと知識ベー
スです。ここでスイート、コンソール、および IBM InfoSphere Information Server
コンソールで実行可能なタスクに関する概念的な情報とタスク・ベースの情報を検
索できます。また、インストール済みのすべての製品に関する情報にアクセスする
こともできます。

指示ペイン
指示ペインでタスクに関する情報を検索できます。指示ペインのボタンは、ほとん
どのペインおよびタブで、その上部に表示されます。ほとんどのペインに、指示テ
キストが含まれています。
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図 15. 強調表示された指示アイコン

指示テキストを表示するには、

をクリックしてください。 (指示ペイン)。

指示テキストを非表示にするには、指示アイコンを再度クリックします。

第 3 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールの概要
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第 4 章 IBM InfoSphere Information Server コンソールでのプ
ロジェクトの処理
IBM InfoSphere Information Server コンソールにおいて、プロジェクトは、製品モジ
ュールで実行可能な全タスクの論理コンテナーです。複数のユーザーがプロジェク
トに加わり、時間とともにプロジェクトの状況を見ることができます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのプロジェクトのセッ
トアップ
プロジェクトをセットアップするには、まず、プロジェクトを作成し、基本的なプ
ロジェクト詳細を指定します。

プロジェクトの作成
まず、プロジェクトを作成する必要があります。プロジェクトは、製品モジュール
で実行できるすべてのタスクの論理コンテナーです。

始める前に
プロジェクト作成許可が必要です。これがない場合には、プロジェクト作成メニュ
ーおよびタスクがすべて無効になっています。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「ファイル」メニューで「新規
プロジェクト」を選択します。
2. 「新規プロジェクト」ウィンドウで、作成するプロジェクトのタイプを選択しま
す。 「タイプ」フィールドは、複数の製品モジュールがインストールされてい
る場合にのみ表示されます。
3. プロジェクトの名前を入力します。
4. 「OK」をクリックして、「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースを開
きます。

次のタスク
v 『プロジェクト・プロパティーの変更』
v

89 ページの『ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て』

プロジェクト・プロパティーの変更
プロジェクトのプロパティーを表示および変更できます。

始める前に
プロジェクト・アドミニストレーター権限が必要です。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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手順
1.

IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。

2. プロジェクトに関する情報を指定します。
3. 「すべて保存」をクリックします。

プロジェクト・ダッシュボードのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールでダッシュボード・ワークスペースを
カスタマイズし、内容ペインを追加または削除することができます。一部の製品モ
ジュールでは、ダッシュボードを構成して、基盤となっているプロジェクト情報に
基づくチャートやグラフを表示させることもできます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「ダッシュボード」を選択します。
2. 「ダッシュボード」ワークスペースで「構成」

をクリックします。

3. オプション: 「追加」をクリックし、「内容」リストに内容ペインを追加しま
す。 使用可能な内容ペインは、インストールされている製品モジュールによっ
て異なります。
4. 「ダッシュボードの構成」ウィンドウで、変更する内容ペインを選択します。
5. 各内容ペインについて、ペインのラベルを変更すること、およびワークスペース
上に表示するかどうかを選択することができます。一部の内容ペインには、追加
の構成プロパティーがあります。
6. 「OK」をクリックして変更を保存します。

IBM InfoSphere Information Server コンソールで既存プロジェクトを開
く
既存プロジェクトを開き、情報分析や情報サービスの使用可能化などのプロジェク
トの製品モジュールと関連するタスクを実行することができます。

始める前に
ユーザーまたは管理者が、プロジェクトを作成してセットアップする必要がありま
す。

手順
1. 「マイ・ホーム」ワークスペースの「プロジェクト」ペインで、リストからプロ
ジェクトを選択します。
2. 「プロジェクトを開く」をクリックして、「ダッシュボード」ワークスペースを
開きます。
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第 5 章 コンソールのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールと IBM InfoSphere Information Server
Web コンソール の両方をカスタマイズできます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソールによって、複数の製品モジュールが統
合ユーザー・インターフェースにまとめられます。 IBM InfoSphere Information
Server コンソールをカスタマイズするために、ユーザー設定の指定、ショートカッ
トの作成、注釈の作成、およびパスワードの変更を行うことができます。

「マイ・ホーム」ワークスペースのカスタマイズ
「マイ・ホーム」ワークスペースをカスタマイズして、「開始」ペインの情報、プ
ロジェクト情報、およびお気に入りレポートを表示または削除することができま
す。インストールされている製品モジュールの内容ペインを追加または削除するこ
とも可能です。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「マイ・ホーム」を選択します。
2. 「マイ・ホーム」ワークスペースで、「構成」

をクリックします。

3. 「マイ・ホームを構成する」ウィンドウで、変更する内容ペインを選択します。
4. オプション: 「追加」をクリックし、「内容」リストに内容ペインを追加しま
す。 使用可能な内容ペインは、インストールされている製品モジュールにより
異なります。製品モジュール・ペインに、追加の構成可能な詳細がある場合があ
ります。
5. 各内容ペインについて、ペインのラベルを変更することや、「マイ・ホーム」ワ
ークスペースに表示するかどうかを指定することが可能です。
6. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。

ユーザー設定の変更
開始用ユーザー設定を変更して、ペインの動作を変更したり、ステータス・バーを
カスタマイズしたりすることができます。

手順
1. 「編集」 > 「設定」を選択します。
2. 「ユーザー設定」ウィンドウで、変更する設定タイプを選択します。
3. 使用可能なオプションを変更します。
4. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じ、変更を保存します。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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ショートカットの作成
ショートカットを作成して、頻繁に使用されるワークスペースまたはタスクに迅速
にアクセスできます。

手順
1. ワークスペースまたはタスクで、「ショートカットの追加」
す。

をクリックしま

2. 「ショートカットに追加」ウィンドウで、ショートカットの名前を入力します。
3. オプション: 「新規フォルダー」をクリックし、ショートカットを整理して入れ
るためのフォルダーを作成します。
4. オプション: ショートカット追加先のフォルダーを選択します。 リスト内でフォ
ルダーをドラッグし、フォルダーを再配列したり、ネストしたりすることができ
ます。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。

次のタスク
これで、「ショートカット」パレットでショートカットにアクセスできるようにな
ります。

パレットでの作業
パレットは、IBM InfoSphere Information Server コンソール・ショートカット、ワー
クスペース履歴、開いているワークスペース、および注釈のコンテナーです。パレ
ットは、連結、フロート、または固定することができます。

このタスクについて
デフォルトで、パレットは IBM InfoSphere Information Server コンソールの左側に
連結されています。連結されている場合のパレットは、垂直タブのセットとして表
示されます。

手順
パレットを開くには、タブをクリックします。ワークスペースをクリックすると、
パレットを再び非表示にできます。

次のタスク
パレットを開いたままにするには、ピンのイメージ

をクリックします。

パレットを位置変更するには、タブまたはパレットの上部バーを右クリックしま
す。

パレットのフロート
パレットをフロートし、IBM InfoSphere Information Server コンソール内の独立した
ペインとして移動することができます。個別のパレットをフロートすることも、パ
レットをグループとしてフロートすることもできます。
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手順
パレットをグループとしてフロートするには、パレットの上部バーを選択し、コン
ソール内の新しい場所にドラッグします。また、パレットで個別のタブを選択して
ドラッグし、単にそのタブをフロートすることもできます。

次のタスク
フロート・パレットは、「連結」
定」

をクリックして連結できます。また、「固

をクリックして固定できます。

パレットの固定
ワークスペースの片側にパレットを固定することができます。個別のパレットを固
定することも、パレットをグループで固定することもできます。

手順
パレットを固定するには、ワークスペースの反対端にパレットをドラッグします。
固定されたパレットは、縦に積み重ねることも、1 つ以上のセットにグループ化す
ることもできます。

次のタスク
固定パレットは、「連結」

をクリックして連結できます。また、「フロート」

をクリックしてフロートできます。
ウィンドウでパレットを連結または固定する側を切り替えるには、連結されたパレ
ットの上部バーを選択してワークスペースの反対側にドラッグします。

注釈の作成
一部の製品モジュールでは、オブジェクトに関してコメントする注釈を作成し、他
のユーザーに情報を提供し、さらに分析するために問題にフラグを設定することが
できます。

手順
1. 注釈を追加するペインまたは表で、「注釈」

をクリックします。

2. 「注釈」パレットで「新規」をクリックします。 新規の注釈は、作成時に保存
されます。
3. 表で注釈の情報を指定します。 注釈に行った変更は、自動的に保存されます。
4. 「注釈」パレットで「閉じる」をクリックします。

次のタスク

注釈の作成後は、作成ユーザーおよび他のユーザーは、「注釈」
てその注釈にアクセスできます。

をクリックし

第 5 章 コンソールのカスタマイズ
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オブジェクト・リストの更新
オブジェクト・リストを更新して、他のユーザーが行った変更を表示することがで
きます。

手順
オブジェクト・リストを更新するには、「更新」
ェクト・リストの上のヘッダーを右クリックします。

をクリックするか、オブジ

パスワードの変更
サーバーへのログインに使用するパスワードを変更できます。 IBM InfoSphere
Information Server が外部ディレクトリーと照合して認証するように構成されている
場合、パスワードは変更できません。

手順
パスワードを変更するには、「ファイル」 > 「パスワード変更」をクリックしま
す。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールのカスタマイズ
IBM InfoSphere Information Server コンソール では、スイート管理およびレポート
作成タスク、およびデプロイ済み情報サービスに関する情報、情報資産のグロッサ
リーにアクセスできます。IBM InfoSphere Information Server コンソール をカスタ
マイズするために、「ホーム」タブのカスタマイズとパスワードの変更を行えま
す。

「ホーム」タブのカスタマイズ
「ホーム」タブをカスタマイズすることができます。例えば、最新レポート結果の
リストを表示できます。

手順
1. 「ホーム」タブで「マイ・ホームをカスタマイズする」を選択します。
2. 「マイ・ホームをカスタマイズする」ダイアログ・ボックスで、「ホーム」タブ
の左側と右側に表示するコンポーネントを選択します。
3. 「保存」をクリックしてダイアログ・ボックスを閉じます。

パスワードの変更
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールへのログインに使用するパスワ
ードを変更することができます。

手順
パスワードを変更するには、Web コンソール・ウィンドウの右上隅の「パスワード
変更」をクリックして必要な情報を入力します。
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第 6 章 セキュリティーの管理
セキュリティーをセットアップするには、ユーザー・レジストリーの構成、アクセ
ス・レベルの制御、ユーザーとグループの作成または更新、および監査ロギングの
構成を行います。セキュリティーがセットアップされたら、IBM InfoSphere
Information Server 管理コマンド・ツールを使用して、ユーザー名とパスワードを変
更したり、他の管理用タスクを実行することができます。
IBM WebSphere Application Server の Secure Sockets Layer (SSL) を使用可能にし
た場合、 InfoSphere Information Server の SSL の管理の詳細については、 IBM
InfoSphere Information Server プランニング、インストール、および構成ガイドを参
照してください。

セキュリティーのセットアップ
IBM InfoSphere Information Server にセキュアな環境を設定するには、ユーザー・レ
ジストリーの構成、ユーザーの作成、および作成したユーザーへのセキュリティ
ー・ロールの割り当てが必要です。
InfoSphere Information Server でセキュアな環境をセットアップするには、以下のタ
スクを実行します。
1.

ユーザー・レジストリーを選択して、InfoSphere Information Server 用に構成
する。
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ていま
す。InfoSphere Information Server にログインするには、ユーザー名とパスワー
ドがユーザー・レジストリーになければなりません。インストール・プログラム
によって、内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information
Server が構成されます。セキュリティーのセットアップの一部として、ローカル
のオペレーティング・システム・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 を構成するこ
とができます。

2. ユーザーとグループを作成する。
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。内部ユーザー・レ
ジストリーを使用するように InfoSphere Information Server が構成されている場
合は、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。外部ユー
ザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server が構成され
ている場合、ユーザーとグループの作成には、標準オペレーティング・システ
ム・ユーティリティーかユーザー・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へセキュリティー・ロールを割り当てる。
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ユーザーまたはグループがどのスイート・コンポーネントへのアクセス権限を持
つかと、そのユーザーまたはグループがそのスイート・コンポーネントでどのよ
うなレベルのアクセス権限を持つかを構成するには、ユーザーまたはグループに
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する。
InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コ
ンポーネントとは別個にユーザー認証を実行します。ユーザー・レジストリー構
成に応じて、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上のローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要がある場
合があります。
5. ユーザーへプロジェクト・ロールを割り当てる。
一部のスイート・コンポーネントでは、プロジェクト固有のロールをユーザーに
割り当てる必要があります。
必要であれば、以下のセットアップ・タスクを実行することもできます。
v 非 root 管理用の IBM WebSphere Application Server を構成する。
デフォルトでは、WebSphere Application Server は root で実行されます。しか
し、非 root ユーザー ID で実行することもできます。 WebSphere Application
Server 用の適切なファイル・システム許可を構成および設定して、非 root ユー
ザー ID で実行することができます。
v 非 root 管理用の InfoSphere Information Server エージェントを構成する。
デフォルトでは、InfoSphere Information Server エージェント (ASB エージェント
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。しかし、非
root ユーザー ID で実行することもできます。エージェント用の適切なファイ
ル・システム許可を構成および設定して、非 root ユーザー ID で実行することが
できます。
v 監査サービスを構成する。
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。この証
跡には、セキュリティー関連の設定値とすべてのユーザー認証を設定または変更
するすべてのアクティビティーと、アプリケーションのログインが含まれていま
す。監査要求に基づいて、どの監査イベントをログに記録するか、また、どれだ
けの情報を含めるかを設定できます。

ユーザー・レジストリー構成
ユーザー・レジストリーは、ユーザー名とパスワードといったユーザー・アカウン
ト情報を保持し、認証時にアクセスされます。IBM InfoSphere Information Server に
ログインするには、ユーザー名とパスワードがユーザー・レジストリーになければ
なりません。
インストール中に、InfoSphere Information Server インストール・プログラムによっ
て、内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server
が構成されます。内部ユーザー・レジストリーは、メタデータ・リポジトリーに配
置されます。InfoSphere Information Server をインストールすると、内部ユーザー・
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レジストリーを継続して使用できます。あるいは、ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリーや Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
準拠のユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を
構成できます。
レジストリーを変更する場合は、インストールの完了直後に変更を行います。最適
な結果を得るために、システムが実動環境に移動した後でユーザー・レジストリー
を変更しないでください。システムを実動環境に移動した後にユーザー・レジスト
リーを変更する必要がある場合は、セキュリティーの問題やリスクを避けるために
新規インストールにマイグレーションすることを考慮してください。そうしない
と、新と旧のユーザー・レジストリーのユーザー間で不一致が発生する可能性があ
ります。

内部ユーザー・レジストリーの概要
デフォルトでは、IBM InfoSphere Information Server はユーザー情報をメタデータ・
リポジトリー内の内部ユーザー・レジストリーに保管します。
以下の図に、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
ある InfoSphere Information Server トポロジーを示します。InfoSphere Information
Server と IBM WebSphere Application Server は両方とも InfoSphere Information
Server が提供する内部ユーザー・レジストリーを使用するように構成されていま
す。内部ユーザー・レジストリーは、メタデータ・リポジトリーに保管されます。

第 6 章 セキュリティーの管理
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IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービスおよびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information Server
ユーザー・レジストリー

:
ユーザー
ユーザー
パスワード
メール・アドレス
グループ

セキュリティー・
ロール

図 16. 内部ユーザー・レジストリーを使用する InfoSphere Information Server アーキテクチャーの例

この図に示すように、InfoSphere Information Server ディレクトリー・サービスは内
部ユーザー・レジストリーと通信します。WebSphere Application Server もまた、内
部ユーザー・レジストリーと通信します。WebSphere Application Server は、基礎と
なる InfoSphere Information Server ユーザー認証を実行します。
内部ユーザー・レジストリーを使用する際に、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を直
接作成します。また、グループを作成して、そのグループにユーザーを割り当てる
こともできます。証明情報は、内部ユーザー・レジストリーに保管されます。グル
ープ・メンバーシップ情報、およびユーザーとそのセキュリティー・ロールとのア
ソシエーションも、内部ユーザー・レジストリーに保管されます。メール・アドレ
スと勤務地住所もまた、ここに保管されます。
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内部ユーザー・レジストリーには、セキュリティー強化のために、ダイジェストさ
れた (片方向暗号化) パスワードのみが保管されます。ユーザー名とグループ ID に
は、任意の文字または数字と、次の特殊文字を使用できます。
v アンダースコアー (_)
v ハイフン (-)
v コンマ (,)
v 円記号 (¥)
v 等号 (=)
v ドル記号 ($)
v ピリオド (.)
v コロン (:)
v スペース・バー・キー ( )
v アットマーク (@)
InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コン
ポーネントとは別個にユーザー認証を実行し、内部ユーザー・レジストリーは使用
できません。代わりに、InfoSphere Information Server エンジンはオペレーティン
グ・システムのユーザー・レジストリーを使用してユーザー認証を実行します。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
する場合は、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上のローカルのオペレーティング・システ
ム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要があります。

外部ユーザー・レジストリーの概要
ローカルのオペレーティング・システム・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既存の外部ユーザ
ー・レジストリーに基づいて、ユーザーを認証するように IBM InfoSphere
Information Server を構成できます。
InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment がサポートするすべての外部レジストリーをサポートします。
WebSphere Application Server がサポートするユーザー・レジストリーの詳細につい
ては、WebSphere Application Server のドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/tsec_useregistry.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/tsec_useregistry.html
以下の図に、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
配置された InfoSphere Information Server トポロジーを示します。最初の図では、
InfoSphere Information Server と IBM WebSphere Application Server は両方とも、ロ
ーカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するように
構成されています。2 番目の図では、InfoSphere Information Server と IBM
WebSphere Application Server は両方とも、外部 LDAP ユーザー・レジストリーを
第 6 章 セキュリティーの管理
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使用するように構成されています。

IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービスおよびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere
Information Server
ユーザー・レジストリー
セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

図 17. ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用する InfoSphere Information Server ア
ーキテクチャーの例
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コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービスおよびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

ユーザー・レジストリー
LDAP
メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere Information Server
ユーザー・レジストリー
セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


ユーザー
パスワード
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図 18. 外部 LDAP ユーザー・レジストリーを使用する InfoSphere Information Server アーキテクチャーの例

外部ユーザー・レジストリーを使用する場合、WebSphere Application Server はその
ユーザー・レジストリーと通信します。InfoSphere Information Server ディレクトリ
ー・サービスは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーと通信しま
す。外部ユーザー・レジストリーと直接通信することはありません。WebSphere
Application Server を経由して外部ユーザー・レジストリーにアクセスすることによ
って、InfoSphere Information Server は、各種の外部ユーザー・レジストリーの処理
に、WebSphere Application Server の機能を活用します。
外部ユーザー・レジストリーを使用する際に、そのユーザー・レジストリー用の管
理ツールを使用してユーザーおよびグループを作成します。InfoSphere Information
Server は、その外部ユーザー・レジストリーから、ユーザー名、パスワード、グル
ープ定義、およびグループ・メンバーシップを見つけます。パスワードの制約事項
は、そのユーザー・レジストリーによって決まります。
拡張容易性や高可用性のために WebSphere Application Server クラスタリングを構
成する場合は、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー
を使用するように InfoSphere Information Server を構成することはできません。代
わりに、LDAP ユーザー・レジストリーか内部ユーザー・レジストリーを構成しま
す。
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
成した場合でも、特定のユーザー情報は依然として内部ユーザー・レジストリーで
保守されます。特に、内部ユーザー・レジストリーには常に、ユーザーとグループ
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に割り当てられたセキュリティー・ロールと、メール・アドレスや勤務地住所など
の、WebSphere Application Server によって受け渡されない属性が保管されます。内
部ユーザー・レジストリーは常に使用可能で、バックグラウンドで動作していま
す。

ユーザー・レジストリーの考慮事項
ユーザー・レジストリー構成は、インストールのスケールおよびアドミニストレー
ターの経験に基づいて選択してください。
サポートされるユーザー・レジストリー構成は、次の領域で相違点があります。
v インストールおよびセットアップのしやすさ。
v ユーザーとグループとメンテナンスのしやすさ、および必要な認証のレベル。
v 保守する必要のある証明情報のセット数。
v 証明情報の保管方法。
v 機能のサポート。
v エンジンのセキュリティーの考慮事項。IBM InfoSphere Information Server エンジ
ンは、他の InfoSphere Information Server コンポーネントとは別個にユーザー認
証を実行します。トポロジーと選択したユーザー・レジストリーに応じて、
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上のローカルのオペレーティング・システム・ユー
ザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要がある場合があります。
内部ユーザー・レジストリー: 複雑性が最も少なく、小規模のインストール済み環
境に適しています。
内部ユーザー・レジストリーを使用するかどうかを判別する場合は、次の情
報を考慮してください。
v 内部ユーザー・レジストリーは、インストール・プログラムによってセッ
トアップされます。InfoSphere Information Server は、デフォルトではこ
のユーザー・レジストリーを使用するように構成されます。
v ユーザーおよびグループの管理には、InfoSphere Information Server コン
ソールまたは Web コンソールを使用します。その他のユーザー・レジス
トリー構成では、ユーザー・レジストリーへの管理アクセス権限が必要で
す。
v 内部ユーザー・レジストリーは他のユーザー・レジストリーとは分離され
ているため、他のビジネス・アプリケーション用に維持されている他のす
べてのユーザー・レジストリーとは関連しない InfoSphere Information
Server ユーザーごとに、独立した証明情報セットを維持する必要がありま
す。
v ユーザー証明情報は、InfoSphere Information Server メタデータ・リポジ
トリー・データベースに保管されます。ユーザー証明情報は、データベー
スでは片方向に暗号化されています。
v 内部ユーザー・レジストリーは、パスワードのポリシー、長さ、または有
効期限をサポートしません。
v InfoSphere Information Server エンジンは、認証に内部ユーザー・レジス
トリーを使用できません。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上のロー
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カルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーとの間の証
明情報をマップする必要がある場合があります。ローカルのオペレーティ
ング・システム・ユーザー・レジストリー内のユーザー名またはパスワー
ドを変更した場合、アドミニストレーターはマッピングを更新する必要が
あります。アドミニストレーターは、このタスクに InfoSphere
Information Server コンソールを使用できます。
v マップされたユーザー証明情報もまた、InfoSphere Information Server メ
タデータ・リポジトリー・データベースに保管されます。ユーザー証明情
報は、データベースでは強力に暗号化されています。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー: 内部ユーザ
ー・レジストリーが不適切な場合、小規模な自己完結型インストール済み環境に適
しています。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用す
るかどうかを判別する場合は、次の情報を考慮してください。
v

Windows

Microsoft Windows コンピューターが Windows ドメインに登
録されている場合に、このコンピューター上のローカルのオペレーティン
グ・システム・ユーザー・レジストリー構成を使用すると、大きなパフォ
ーマンス上の問題が発生することがあります。

v ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー構成を
使用するには、ソフトウェアのインストールが完了した後で、追加の構成
手順を実行する必要があります。
v ユーザーおよびグループの管理には、標準のオペレーティング・システ
ム・ユーティリティーを使用します。この理由から、管理アクセス権限が
必要です。
v 内部ユーザー・レジストリー構成とは異なり、この構成では、ユーザーご
とに単一の証明情報セットを保守できます。
v ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーでは、
パスワードのポリシー、長さ、または有効期限などの機能をサポートして
います。
v

Linux

UNIX

アプリケーション・サーバーでパスワードが認証さ
れるため、IBM WebSphere Application Server は root で実行する必要が
あります。

v 拡張容易性や高可用性の理由から WebSphere Application Server クラスタ
ーを作成する計画の場合、ローカルのオペレーティング・システム・ユー
ザー・レジストリー構成は、サポートされないため使用できません。
v サービス層とエンジン層が同じコンピューターにインストールされている
場合、InfoSphere Information Server とエンジンの両方を構成して、ロー
カルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを共有でき
ます。この場合、証明情報のマッピングは不要です。サービス層とエンジ
ン層が別個のコンピューターにインストールされている場合は、
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上のローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要が
あります。
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Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリー: 最も強力
ですが、最も複雑です。
v LDAP ユーザー・レジストリー構成を使用するには、ソフトウェアのイン
ストールが完了した後で、追加の構成手順を実行する必要があります。
v LDAP ユーザー・レジストリーのセットアップおよび管理は、他のユーザ
ー・レジストリー構成の場合よりも技術的に複雑です。
v LDAP ユーザー・レジストリーは、他のユーザー・レジストリー構成の場
合よりもパフォーマンスが優れ、拡張が容易です。
v 内部ユーザー・レジストリー構成とは異なり、この構成では、ユーザーご
とに単一の証明情報セットを保守できます。
v LDAP ユーザー・レジストリーでは、パスワードのポリシー、長さ、また
は有効期限などの機能をサポートしています。
v ユーザーおよびグループの管理には、LDAP サーバー固有のユーティリテ
ィーを使用します。LDAP サーバーの管理アクセス権限が必要です。
v InfoSphere Information Server およびエンジンの両方を構成して、LDAP
ユーザー・レジストリーを使用することができます。この場合、証明情報
のマッピングは不要です。ただし、IBM AIX®、Solaris、HP-UX、および
Linux インストール済み環境の場合は、エンジン層コンピューターに
Pluggable Authentication Module (PAM) サポートを構成する必要がありま
す。

ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーへ
の切り替え (IBM WebSphere Application Server Network
Deployment)
IBM InfoSphere Information Server をインストールしたら、ローカルのオペレーティ
ング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するように、スイートを構成でき
ます。ユーザーのインストール済み環境内に IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 または 8.0 が含まれている場合は、以下の手順に従いま
す。

始める前に
ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタリング
が実装されている場合は、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レ
ジストリーの使用はサポートされません。
WebSphere Application Server には、UNIX および Microsoft Windows の両方でのロ
ーカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーに関するいくつか
の制約事項があります。例:
v

v

Linux

UNIX

Linux

UNIX

WebSphere Application Server プロセスは、root として実行
する必要があります。
Network Information Service (NIS) プロトコルは、サポート

されていません。
v
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Windows

ドメイン・アカウントを使用すると、WebSphere Application Server プ
ロセスを実行するユーザーにアクセス権限が付与されます。

詳しくは、WebSphere Application Server のドキュメントを参照してください。
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/usec_localosreg.html
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/
ae/tsec_localos.html

手順
1. WebSphere Application Server 管理アカウントに使用するユーザー・アカウント
をローカル・コンピューターに作成します。あるいは、既存のアカウントを選
択します。 ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリー
への切り替えの一部として、アドミニストレーター・ロールにはこのアカウン
トを使用するように WebSphere Application Server に指示します。
注: このアカウントは、WebSphere Application Server インストール済み環境を
所有するアカウントと同じにすることができます。あるいは、このアカウント
は、WebSphere Application Server プロセスを実行するアカウントと同じにする
ことができます。また、別のアカウントでもかまいません。
2. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
3. コンソールで、「セキュリティー」 > 「グローバル・セキュリティー」をクリ
ックします。 「グローバル・セキュリティー」ページが表示されます。
4. 「ドメイン修飾ユーザー名の使用」オプションが選択されていないことを確認
します。
5. ページの右側の「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使
用可能なレルム定義」リストをクリックして、「ローカル・オペレーティン
グ・システム」を選択します。
6. 「構成」をクリックします。
7. 「1 次管理ユーザー名」フィールドに、ステップ 1 で作成したユーザー・アカ
ウントの名前を入力します。
8. 「適用」をクリックします。
9. 「リポジトリーに保管されているサーバー ID」を選択します。
10. 「バージョン 6.0.x ノードのサーバー・ユーザー ID または管理ユーザー」フ
ィールドに、ステップ 1 で作成したユーザー・アカウントのショート・ネーム
を入力します。
11. 「サーバー・ユーザー・パスワード」フィールドに、ステップ 1 で作成したユ
ーザー・アカウントのパスワードを入力します。
12. 「OK」をクリックします。
13. ページの上部の「保存」リンクをクリックして、「保存」ボタンをクリックし
ます。
14. 「グローバル・セキュリティー」ページで、「アクティブ認証メカニズム」設
定に「LTPA」が選択されていることを確認します。
15. 「使用可能なレルム定義」リストで、「ローカル・オペレーティング・システ
ム」を選択して「現行に設定」をクリックします。 エラーが発生した場合、ア
プリケーション・サーバーは、指定された証明情報を使用して、ローカル・オ
ペレーティング・システムで認証することができません。
16. 「保存」リンクをクリックして、「保存」ボタンをクリックします。
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17. WebSphere Application Server を停止します。
18. サービス層コンピューターにログインします。
19. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。 次のコマン
ドは、WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパス
ワードを WebSphere Application Server に伝搬します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password は、WebSphere
Application Server 管理コンソールで指定した証明情報と一致する必要がありま
す。
20. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジス
トリーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグルー
プをクリーンアップします。 62 ページの『使用中のシステムのユーザー・レジ
ストリー構成の切り替え』 を参照してください。
21. WebSphere Application Server を再始動します。
WebSphere Application Server が再始動すると、InfoSphere Information Server
の初期化中に、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成が確
認され、必要であれば、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー
構成が自動的に調整されます。デフォルトの WebSphere Application Server ア
ドミニストレーター・ユーザーもまた、初期の新規の InfoSphere Information
Server デフォルト・アドミニストレーター・ユーザーとして自動的に構成され
ます。

次のタスク
ユーザー・レジストリーを変更した後、必要であれば、InfoSphere Information
Server Web コンソールを開いて、追加のユーザーにスイート・アドミニストレータ
ーのアクセス権限を付与できます。

PAM を使用するための IBM InfoSphere Information Server の構
成 (Linux、UNIX)
Pluggable Authentication Module (PAM) は、現時点では IBM AIX、Oracle
Solaris、HP-UX、および Linux の各プラットフォーム上でサポートされています。
PAM を使用するように、サービス層またはエンジン層、あるいはその両方を構成で
きます。エンジン層で PAM を使用し、さらに LDAP ユーザー・レジストリーも使
用する場合は、LDAP ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere
Information Server をセットアップする前に、エンジン層で PAM を構成する必要が
あります。
PAM を使用するための IBM InfoSphere Information Server サービス層の構成
(Linux、UNIX):
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サービス層での PAM の構成はオプションです。サービス層の認証に PAM を使用
する場合に限って、PAM を構成します。エンジン層とは異なり、サービス層の認証
は PAM を使用せずに LDAP を使用して行うことができます。
始める前に
このタスクを完了するには、PAM について、また、認証のモジュールと方式につい
て、実用的な知識を持っている必要があります。
このタスクについて
サービス層で PAM を構成する理由としては、次のようなことが考えられます。
v フォールバック認証オプションを使用できるように、複数の PAM モジュールを
構成する場合があります。例えば、LDAP サーバーを認証用の基本ユーザー・レ
ジストリーとして構成するとともに、LDAP 認証が失敗した場合に備えてローカ
ル・オペレーティング・システム認証へのフォールバックを構成できます。この
ような構成により、複数のユーザー・レジストリーを組み合わせることができま
す。
v PAM は、ローカル・オペレーティング・システム認証をカスタマイズするための
手段になります。例えば、PAM を使用して、ローカル・オペレーティング・シス
テム認証を LDAP サーバーに代行させることができます。
PAM は認証サポートのみを提供します (ユーザー ID とパスワードの検証)。また
InfoSphere Information Server は、許可の決定に使用するユーザーに割り当てられた
ロールを判別するために、ユーザーおよびグループのメンバーシップ情報を必要と
します。 PAM は、ユーザーおよびグループのメンバーシップをサポートしませ
ん。 InfoSphere Information Server がユーザーおよびグループのメンバーシップを
判別するためには、次の 2 種類の仕組みを使用できます。
1. デフォルトでは、/etc/passwd ファイルと /etc/group ファイルを参照します。
2. PAM レジストリー構成オプションとして使用するユーザー・ファイルとグルー
プ・ファイルをユーザーが指定できます。
制約事項:
v InfoSphere Information Server 環境で使用するために PAM を構成する場合は、ク
ラスター環境で IBM WebSphere Application Server を実行しないことを強くお勧
めします。PAM はユーザーおよびグループのメンバーシップを判別するためにロ
ーカル・ファイルに依存するので、ユーザー・ファイルとグループ・ファイルが
ノード全体で確実に同期していることが必要です。ファイルが同期しなくなる
と、予期しない結果が生じる可能性があります。
v PAM ユーザー・レジストリーは、スタンドアロンのユーザー・レジストリーとし
てサポートされ、WebSphere フェデレーテッド・ユーザー・レジストリーの使用
時にはサポートされません。
このタスクは、サービス層のホスト・コンピューターで実行します。PAM サポート
は、各プラットフォームに固有です。
手順
1. 使用しているプラットフォームに、PAM 構成ファイルを追加するか作成しま
す。
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2. IBM WebSphere Application Server を構成します。
a. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
b. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールのセキュリティーのセク
ションにナビゲートします。「セキュリティー」 > 「グローバル・セキュリ
ティー」を選択します。
c. 「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使用可能なレル
ム定義」フィールドから「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」を選
択し、「構成」をクリックします。
d.

「1 次管理ユーザー名」フィールドに、管理者ユーザー名 (有効な PAM ユ
ーザー ID) を入力します。

e. リポジトリーに保管されているサーバー ID を選択します。有効な PAM ユ
ーザー ID とパスワードを入力します。
f.

カスタム・レジストリー・クラス名が、次のストリングであることを確認し
ます。com.ibm.is.isf.j2ee.impl.was.security.WASExtendedCustomUserRegistry「適
用」をクリックします。

g. このステップは、ローカル・オペレーティング・システム認証ファイル以外
のファイルを使用する場合にのみ行ってください。「カスタム・プロパティ
ー」セクションで「新規」を選択し、次のプロパティーと値を定義して
「OK」をクリックします。
プロパティー

値

usersFile

ユーザー情報を保管するファイル。このファ
イルの情報は、/etc/passwd ファイルと同じ
方法で保管されていることが必要です。この
プロパティーが指定されていない場合は、デ
フォルト・ユーザー・レジストリー・ファイ
ル /etc/passwd が使用されます。

groupsFile

グループ情報を保管するファイル。このファ
イルの情報は、/etc/groups ファイルと同じ
方法で保管されていることが必要です。この
プロパティーを指定しない場合は、デフォル
ト・グループ・レジストリー・ファイル
/etc/groups が使用されます。

moduleName

同じコンピューター上で、異なる名前を指定
して複数の PAM モジュールを構成できま
す。この構成に対して指定する名前を選択し
てください。このプロパティーを指定しない
場合は、デフォルト値 isfpam が選択され、
そのファイル名のモジュールが pam.d 構成
ディレクトリー内にあることが予期されま
す。

h. 構成をテストします。 「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」セクシ
ョンで、「現行に設定」をクリックします。エラーが発生した場合、アプリ
ケーション・サーバーは、指定された証明情報を使用して内部ユーザー・レ
ジストリーで認証することができません。構成を再確認してください。
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i. 「適用」をクリックし、「保存」をクリックして、コンソールからログアウト
します。
3. アプリケーション・サーバーを停止します。
重要:
v アプリケーション・サーバー・プロセスを停止する際には、以前のユーザー名
とパスワードを使用します (つまり、前のユーザー・レジストリーからのアプ
リケーション・サーバー管理者の資格情報)。
v クラスター・インストール済み環境では PAM を構成しないことをお勧めしま
す。ただし、このように構成する場合は、まずアプリケーション・サーバーと
ノード・エージェントを停止し、次にデプロイメント・マネージャーを停止し
ます。
4. AppServerAdmin ツール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
ます。このツールは、サービス層と同じコンピューター上の
IS_install_dir/ASBServer/bin ディレクトリーにあります。
5. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。このコマンド
は、管理者ユーザー名とパスワードをアプリケーション・サーバーに伝搬しま
す。ステップ 2d (52 ページ) で管理コンソールに指定したものと同じユーザー
ID およびパスワードを指定してください。
IS_install_dir/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

6. アプリケーション・サーバーを再始動します。クラスター・インストール済み環
境の場合は、デプロイメント・マネージャー、ノード・エージェント、およびア
プリケーション・サーバーの順に開始します。 いずれかのノード・エージェン
トが始動しない場合は、デプロイメント・マネージャーおよびノード・レベルで
ユーザー・レジストリー構成が一致しないため、そのノード・エージェントは再
始動できません。この問題を修正するには、アプリケーション・サーバーの
syncNode コマンドを実行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期
化します。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
WAS_install_dir/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password was_admin_password

dmgr_hostname
デプロイメント・マネージャーを実行しているコンピューターのホスト
名。
dmgr_port
デプロイメント・マネージャーのポート番号。(デフォルトは 8879 です)
was_admin_username および was_admin_password
アプリケーション・サーバーの管理者ユーザー名とパスワード。
7. アプリケーション・サーバーのログ・ファイルを調べて、エラーが発生していな
いことを確認します。
8. 新しいユーザー ID とパスワードを使用して IBM InfoSphere Information Server
Web コンソール にログインすることにより、構成を確認します。
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PAM を使用するための IBM InfoSphere Information Server エンジン層の構成
(Linux、UNIX):
エンジン層での PAM の構成はオプションです。LDAP サーバーを使用してエンジ
ン層の認証を行う場合のみ、エンジン層で PAM を構成します。
始める前に
このタスクを完了するには、PAM について、また、認証のモジュールと方式につい
て、実用的な知識を持っている必要があります。
このタスクについて
このタスクは、エンジン層のホスト・コンピューターで実行します。
IBM AIX 上で PAM を構成する場合は、AIX サポート資料の『Configuring
DataStage to use PAM Authentication』(http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg21398309) を参照してください。
Linux および UNIX で PAM を構成するには、次の手順を使用します。
手順
1. 使用しているプラットフォームに、PAM 構成ファイルを追加するか作成しま
す。
2. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server エンジンを停止しま
す。
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

3. DSHOME ディレクトリーの uvconfig ファイルを編集して、AUTHENTICATION チュ
ーニングを 1 に設定します。 次の例は、AUTHENTICATION チューニングを 1 に
設定しています。
# AUTHENTICATION - Specifies the method by which UNIX user
#
authentication is done. Currently, the following methods
#
are supported:
#
#
0) Standard O/S Authentication (default)
#
1) Pluggable Authentication Module (PAM)
#
#
This value should only be changed with a full understanding
#
of the implications, as improper setting of this value can
#
lead to the environment being unusable.
AUTHENTICATION 1

4. PAM サービスのエントリー dsepam を、PAM 構成ファイルに追加します。
PAM 構成ファイルの名前と場所は、プラットフォームによって異なります。
5. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server エンジン構成ファイル
を再生成します。
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

6. 次のコマンドを実行して、InfoSphere Information Server エンジンを再実行しま
す。
$DSHOME/bin/uv -admin -start
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次のタスク
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに InfoSphere Information Server エンジン層をセットアップします。
LDAP ユーザー・レジストリーを使用してエンジン層とサービス層の両方で PAM
を構成した場合は、PAM 用に構成した各層でユーザー・レジストリーを共有できま
す。同じ PAM モジュールのセットを使用して、両方の PAM 構成が同じユーザ
ー・レジストリーを指定している必要があります。詳しくは、 94 ページの『共有ユ
ーザー・レジストリーの概要』 を参照してください。
PAM 構成ファイルの例 (Linux、UNIX):
さまざまなオペレーティング・システムでの PAM 構成ファイルの例をいくつか示
します。
Linux システムで、dsepam という名前のファイルを /etc/pam.d ディレクトリーの
中に作成する必要があります。次の例は、64 ビット Linux システムでの dsepam
ファイルの内容を示しています。
#%PAM-1.0
auth
required /lib64/security/pam_stack.so service=system-auth
password required /lib64/security/pam_stack.so service=system-auth
account
required /lib64/security/pam_stack.so service=system-auth

IBM AIX の場合、AIX 上での PAM 構成ファイルの例については、AIX サポート
資料の『Configuring DataStage to use PAM Authentication』(http://www.ibm.com/
support/docview.wss?rs=14&uid=swg21398309) を参照してください。
次の例は、System z® および 64 ビット・プラットフォームでの SUSE Linux os 用
です。
#%PAM-1.0
auth
required pam_unix2.so nullok #set_secrpc
password required pam_unix2.so nullok #set_secrpc
account
required pam_unix2.so nullok #set_secrpc

Solaris システムでは、/etc ディレクトリーにある既存の pam.conf ファイルを編集
して、次の例のようなエントリーを追加する必要があります。
dsepam

auth required

/usr/lib/security/pam_unix.so.1

LDAP ユーザー・レジストリーへの切り替え
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用して、
ユーザーを認証できます。インストールの完了後に、LDAP 認証を使用するように
IBM InfoSphere Information Server を構成します。

始める前に
v InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server コ
ンポーネントとは別個にユーザー認証を実行します。セットアップした LDAP ユ
ーザー・レジストリーを使用するようにエンジンを構成できます。IBM
AIX、Solaris、HP-UX、および Linux プラットフォームの場合は、ユーザー・レ
ジストリーを切り替える前に、必要であれば Pluggable Authentication Module
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(PAM) サポートを構成できます。詳しくは、 50 ページの『PAM を使用するため
の IBM InfoSphere Information Server の構成 (Linux、UNIX)』 を参照してくだ
さい。
v IBM WebSphere Application Server スタンドアロン・インストール済み環境の場
合は、WebSphere Application Server が稼働している必要があります。
v クラスター・インストール済み環境の場合は、デプロイメント・マネージャーと
すべてのノード・エージェントが稼働している必要があります。

このタスクについて
InfoSphere Information Server は、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment がサポートするすべての LDAP 準拠ユーザー・レジストリーをサポー
トします。サポートされる LDAP サーバーの詳細については、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment システム要件を参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27012369
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27021246

手順
1. LDAP ユーザー・レジストリーを構成するには、WebSphere Application Server
のドキュメントにある手順を完了します。
LDAP ユーザー・レジストリーを WebSphere Application Server 内に構成する手
順は、WebSphere Application Server インフォメーション・センターにありま
す。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_ldap.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_ldap.html
2. クラスター・インストール済み環境の場合は、クラスター内のノードで構成ファ
イルを同期化します。
a. 「システム管理」 > 「ノード」で、
b. すべてのノードの横のチェック・ボックスを選択します。
c. 「同期化」をクリックします。
d. コンソールからログアウトします。
3. WebSphere Application Server を停止します。 クラスター・インストール済み環
境の場合は、アプリケーション・サーバーとノード・エージェントを停止してか
ら、デプロイメント・マネージャーを停止します。
重要: WebSphere Application Server プロセスを停止するときには、以前のユー
ザー・レジストリーからの WebSphere Application Server アドミニストレーター
の証明情報を使用します。
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4. AppServerAdmin ツール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
ます。
v ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイメン
ト・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにログ
インします。
5. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。 次のコマンド
は、WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワ
ードを WebSphere Application Server に伝搬します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password は、WebSphere
Application Server 管理コンソールで指定した新規 WebSphere Application Server
アドミニストレーターの証明情報と一致する必要があります。
6. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジスト
リーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグループを
クリーンアップします。 62 ページの『使用中のシステムのユーザー・レジスト
リー構成の切り替え』 を参照してください。
7. WebSphere Application Server を再始動します。 クラスター・インストール済み
環境の場合は、デプロイメント・マネージャーを開始してから、アプリケーショ
ン・サーバーとノード・エージェントを開始します。
WebSphere Application Server が再始動すると、InfoSphere Information Server の
初期化中に、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成が確認
され、必要であれば、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー構
成が自動的に調整されます。デフォルトの WebSphere Application Server アドミ
ニストレーター・ユーザーもまた、初期の新規の InfoSphere Information Server
デフォルト・アドミニストレーター・ユーザーとして自動的に構成されます。
8. 前述の手順を完了したときにいずれかのノード・エージェントが稼働していない
と、デプロイメント・マネージャーおよびノード・レベルでユーザー・レジスト
リー構成が一致しないため、そのノード・エージェントは再始動できません。こ
の問題を修正するには、WebSphere Application Server syncNode コマンドを実行
して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。syncNode コマ
ンドを実行するには、次のようにします。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
v

Linux

UNIX
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/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピ
ューターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォル
トは 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
c. ノード・エージェントを再始動します。 241 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 または 244 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくださ
い。

次のタスク
ユーザー・レジストリーを変更した後、WebSphere Application Server アドミニスト
レーターのユーザー名とパスワードを使用して、InfoSphere Information Server Web
コンソールにログインできます。必要であれば、コンソールで、スイート・アドミ
ニストレーター・アクセス権限を追加のユーザーに付与します。WebSphere
Application Server アドミニストレーターには、デフォルトで InfoSphere Information
Server アドミニストレーター特権が付与されています。
LDAP 識別名 (DN) の判別:
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに IBM InfoSphere Information Server を構成するには、スイート・アドミニスト
レーターの完全な LDAP 識別名 (DN) が必要な場合があります。LDAP アドミニ
ストレーターから LDAP DN を入手できない場合は、以下の手順で LDAP DN を
判別できます。
IBM WebSphere Application Server 7.0 または 8.0 管理コンソールを使用した
LDAP 識別名 (DN) の判別:
WebSphere Application Server 7.0 または 8.0 管理コンソールを使用して、完全な
LDAP 識別名 (DN) を判別できます。
手順
1. IBM WebSphere Application Server 7.0 または 8.0 管理コンソールにログインし
ます。
2. コンソールから、「アプリケーション」 > 「アプリケーション・タイプ」 >
「WebSphere エンタープライズ・アプリケーション」を選択します。
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3. アプリケーション名をクリックします。
4. 「詳細プロパティー」の「ユーザー/グループへのセキュリティー・ロールのマッ
ピング」をクリックします。
5. ロールを選択して、「ユーザーのマップ」をクリックします。
6. 「検索ストリング」フィールドに、アスタリスク (*) を入力して、「検索」をク
リックします。
Active Directory 検索を使用した LDAP 識別名 (DN) の判別 (Windows):
Windows Active Directory ドメインに登録された Microsoft Windows コンピュータ
ーにアクセスできる場合は、ユーザー検索機能を使用して、Windows Active
Directory 識別名を判別できます。
手順
1. コンピューターで、「スタート」 > 「ファイル名を指定して実行」をクリック
します。
2. ウィンドウに compmgmt.msc と入力して、Enter キーを押します。
3. 「ローカル ユーザーとグループ」を展開します。
4. 「グループ」フォルダーを開き、グループの 1 つをダブルクリックします。
5. 「プロパティ」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
6. 「ユーザーの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。
7. 「ユーザーの選択」ウィンドウで IBM WebSphere Application Server ユーザー
名を検索します。完全識別名を表示するには、属性で X500 名を選択する必要が
あります。 検索によって、完全識別名が返されます。

元の内部ユーザー・レジストリーへの切り替え
必要であれば、外部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere
Information Server スイートを構成した後に、元の内部ユーザー・レジストリーに切
り替えることができます。内部ユーザー・レジストリーは、InfoSphere Information
Server の初期インストール中に構成されたユーザー・レジストリーです。

始める前に
v IBM WebSphere Application Server のスタンドアロン・インストール済み環境の
場合は、 WebSphere Application Server が稼働している必要があります。
v クラスター・インストール済み環境の場合は、デプロイメント・マネージャーと
すべてのノード・エージェントが稼働している必要があります。
v 詳しくは、WebSphere Application Server のドキュメントを参照してください。
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_tdaman.html
– IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tsec_tdaman.html
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手順
内部ユーザー・レジストリーは、IBM WebSphere Application Server カスタム・ユ
ーザー・レジストリーです。
1. DirectoryAdmin ツール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
ます。
v ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタ
リングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイメン
ト・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにロ
グインします。
2. コマンド・ラインから、次のコマンドを実行して、内部ユーザー・レジストリ
ーにデフォルトの WebSphere Application Server アドミニストレーターを作成
します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationSesrver/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password -admin
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password -admin

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password はそれぞれ、新
規 WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワ
ードです。このアカウントは、新たに構成された内部ユーザー・レジストリー
からのアドミニストレーターです。
3. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
4. コンソールで、「セキュリティー」 > 「セキュア管理、アプリケーション、お
よびインフラストラクチャー」をクリックします。
WebSphere Application Server の場合は、「セキュリティー」 > 「グローバ
ル・セキュリティー」をクリックします。
5. 「ドメイン修飾ユーザー名の使用」オプションが選択されていないことを確認
します。
6. 「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使用可能なレルム
定義」リストをクリックして、「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」
を選択します。
7. 「構成」をクリックします。
8. 「1 次管理ユーザー名」フィールドで、ステップ 2 のコマンドに指定したアド
ミニストレーターのユーザー名を入力します。
9. カスタム・レジストリー・クラス名は、次のストリングであることを確認しま
す。
com.ibm.is.isf.j2ee.impl.was.security.WASCustomUserRegistry

10. 「適用」をクリックします。
11. 「リポジトリーに保管されているサーバー ID」を選択します。
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12. 「バージョン 6.0.x ノードのサーバー・ユーザー ID または管理ユーザー」フ
ィールドに、ステップ 2 (60 ページ) で作成したユーザー・アカウントのショー
ト・ネームを入力します。
13. 「パスワード」フィールドに、2 (60 ページ) のコマンドに指定したユーザー・
アカウントのパスワードを入力します。
14. 「OK」をクリックします。
15. WebSphere Application Server 7.0 の場合は、「グローバル・セキュリティー」
ページで、「アクティブ認証メカニズム」設定に「LTPA」が選択されているこ
とを確認します。
16. 「ユーザー・アカウント・リポジトリー」セクションで、「使用可能なレルム
定義」リストをクリックして、「スタンドアロン・カスタム・レジストリー」
を選択します。
17. 「現行に設定」をクリックします。 エラーが発生した場合、アプリケーショ
ン・サーバーは、指定された証明情報を使用して内部ユーザー・レジストリー
で認証することができません。
18. 「適用」をクリックしてから「保存」をクリックします。
19. コンソールからログアウトします。
20. WebSphere Application Server を停止します。 クラスター・インストール済み
環境の場合は、アプリケーション・サーバーとノード・エージェントを停止し
てから、デプロイメント・マネージャーを停止します。
重要: WebSphere Application Server プロセスを停止するときには、以前のユー
ザー・レジストリーからの WebSphere Application Server アドミニストレータ
ーの証明情報を使用します。
21. AppServerAdmin ツール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
ます。このツールは、DirectoryAdmin ツールと同じコンピューター上にありま
す。
22. コマンド・ラインから、AppServerAdmin コマンドを実行します。 次のコマン
ドは、WebSphere Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパス
ワードを WebSphere Application Server に伝搬します。
Linux

UNIX

/opt/IBM/Information/server/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user was_admin_user_id -password was_admin_password

このコマンドでは、was_admin_user_id と was_admin_password は、WebSphere
Application Server 管理コンソールで指定した証明情報と一致する必要がありま
す。
23. 複数のユーザーによってしばらく使用されていたシステムのユーザー・レジス
トリーを切り替える場合は、セキュリティー構成に関連したユーザーとグルー
プをクリーンアップします。 62 ページの『使用中のシステムのユーザー・レジ
ストリー構成の切り替え』 を参照してください。
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24. WebSphere Application Server を再始動します。クラスター・インストール済み
環境の場合は、デプロイメント・マネージャーを開始してから、アプリケーシ
ョン・サーバーとノード・エージェントを開始します。
25. 前述の手順を実行したときにいずれかのノード・エージェントが稼働していな
かった場合、そのノード・エージェントは再開できません。デプロイメント・
マネージャーとノード・レベルでのユーザー・レジストリー構成が一致しませ
ん。この問題を修正するには、WebSphere Application Server syncNode コマン
ドを実行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。
syncNode コマンドを実行するには、次のようにします。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
Linux

v

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピ
ューターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォ
ルトは 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
c. ノード・エージェントを再始動します。 241 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 および 244 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくださ
い。
26. WebSphere Application Server ログ・ファイルを確認して、エラーがないことを
確認してください。

次のタスク
また、アドミニストレーター・アカウントも、初期の新規の InfoSphere Information
Server デフォルト・アドミニストレーターとして自動的に構成されます。
ユーザー・レジストリー構成が変更された後、InfoSphere Information Server Web コ
ンソールを開き、新規ユーザーを作成してロールを付与できます。

使用中のシステムのユーザー・レジストリー構成の切り替え
システムが複数のユーザーによってしばらく使用された後でユーザー・レジストリ
ーを切り替える場合、ユーザー・レジストリーの変更の一環として、セキュリティ
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ー・リポジトリーをクリーンアップする必要があります。インストール直後にユー
ザー・レジストリーを切り替えるのであれば、この手順は行う必要はありません。

このタスクについて
ユーザー・レジストリーを切り替える必要がある場合は、ソフトウェアのインスト
ールの直後で、追加のセキュリティー構成タスクを実行する前にレジストリーを切
り替えてください (可能な場合)。後でユーザー・レジストリーを切り替える必要が
ある場合は、この手順を実行して、以前のセキュリティー構成の設定値をすべてク
リーンアップします。設定値には、ロール割り当て、証明情報マッピング、および
アクセス権限などがあります。この設定は、リポジトリーから削除されます。新規
レジストリーの新規ユーザー用に、設定値を手動で再構成する必要があります。
システムを実動環境に移動した後にユーザー・レジストリーを変更する必要がある
場合は、セキュリティーの問題やリスクを避けるために新規インストールにマイグ
レーションすることを考慮してください。そうしないと、新と旧のユーザー・レジ
ストリーのユーザー間で不一致が発生する可能性があります。

手順
1. 手順を実行して、ユーザー・レジストリーを切り替えます。この手順に戻るよう
に指示された時点で、手順を停止します。 ユーザー・レジストリーの切り替え
手順については、 40 ページの『ユーザー・レジストリー構成』を参照してくだ
さい。
2. DirectoryAdmin ツール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
ます。
v ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイメン
ト・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにログ
インします。
3. コマンド・ラインから、次のコマンドを実行して、セキュリティー構成に関連す
るすべてのグループをクリーンアップします。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_groups

4. コマンド・ラインから、次のコマンドを実行して、セキュリティー構成に関連す
るすべてのユーザーをクリーンアップします。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -delete_users
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5. InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーに切り替える場合
は、コマンド・ラインから次のコマンドを再実行します。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid was_admin_username -password was_admin_password

パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを
使用して暗号化したストリングとして指定することもできます。
6. 残りのユーザー・レジストリー切り替え手順を完了します。

ユーザーとグループの作成
第 1 レベルのセキュリティーとしてユーザーを作成IBM InfoSphere Information
Server にログインする各個人に対してのユーザーを作成する必要があります。
InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用する場合は、
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できます。InfoSphere Information
Server コンソールは、IBM InfoSphere Information Analyzer および InfoSphere
Information Services Director で使用できます。 InfoSphere Information Server Web
コンソールは、SuiteUser ロールを持つすべての InfoSphere Information Server ユー
ザーが使用できます。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーや Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) などの外部ユーザー・レジストリーを使用する場
合は、ユーザー・レジストリー管理ツールを使用してユーザーとグループを作成す
る必要があります。InfoSphere Information Server コンソールを使用して外部ユーザ
ー・レジストリーにユーザーとグループを作成することはできません。

デフォルト・ユーザーと事前構成ユーザー
作成するユーザーに加えて、いくつかのデフォルト・ユーザーまたは事前構成ユー
ザーが、インストール処理の間に作成されます (ユーザーまたはシステムによっ
て)。
IBM InfoSphere Information Server および IBM WebSphere Application Server のア
ドミニストレーター・ユーザー用のアカウントを作成する必要があります。一般的
に、これらのユーザーは「isadmin」および「wasadmin」と呼ばれます。これらのユ
ーザーの作成は、インストールの間に選択できます。このアカウントは、WebSphere
Application Server が使用するユーザー・レジストリーに作成する必要があります。
表 5. サービス層ユーザー
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サンプル・
ユーザー名

説明

isadmin

InfoSphere Information Server アドミニストレーター

表 5. サービス層ユーザー (続き)
サンプル・
ユーザー名
wasadmin

Linux

説明
WebSphere Application Server アドミニストレーターおよび InfoSphere
Information Server アドミニストレーター

UNIX

エンジン用に少なくとも 1 つのユーザー・アカウントが必要
です。一般的に、このユーザー ID は「dsadm」と呼ばれます。インストール時にこ
のアカウントの作成を選択できます。これは、エンジンが使用するユーザー・レジ
ストリー内に作成されなければなりません。このユーザー・レジストリーは、ロー
カルのオペレーティング・システムのユーザー・レジストリーでもかまいません。
あるいは、ユーザー・レジストリーは外部ユーザー・レジストリーでもかまいませ
ん。この外部ユーザー・レジストリーは、Pluggable Authentication Module (PAM)
を使用して構成する必要があります。PAM は、エンジンをホスティングするコンピ
ューターのオペレーティング・システム上で実行する必要があります。
表 6. エンジン層ユーザー
サンプル・
ユーザー名

説明

dsadm

IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーター

定義する必要のある、他のいくつかのユーザーがあります。次のユーザーは、メタ
データ・リポジトリー層がインストールされているローカルのオペレーティング・
システム・ユーザーでなければなりません。インストール時に、これらのアカウン
トの作成を選択できます。
v メタデータ・リポジトリーに IBM DB2 を使用する場合は、次のとおりです。
– DB2 インスタンス・オーナーでなければなりません。このユーザーは、DB2
データベース管理システムのオーナーです。このユーザーは通常は、Microsoft
Windows インストール済み環境では「db2admin」と呼ばれ、Linux および
UNIX インストール済み環境では「dasusr1」と呼ばれます。
–

–

Linux

UNIX

Linux

UNIX

非 fenced インスタンス・ユーザーでなければなりませ
ん。このユーザーは通常、「db2inst1」と呼ばれます。
fenced ユーザーでなければなりません。このユーザーは
通常、「db2fenc1」と呼ばれます。

v すべてのインストール済み環境には、データベース管理システム内のメタデー
タ・リポジトリー・データベースのオーナーが必要です。このアカウントは通
常、「xmeta」と呼ばれます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer インストール済み環境には、データベース
管理システム内の情報分析データベースのオーナーが必要です。このアカウント
は通常、「iauser」と呼ばれます。
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表 7. その他のユーザー
サンプル・ユ
ーザー名
(Windows)

サンプル・ユ
ーザー名
(Linux、UNIX) 説明

db2admin

dasusr1

DB2 インスタンス・オーナー (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のホストとして
DB2 を使用する場合にのみ必要)

N/A

db2inst1

DB2 非 fenced インスタンス・ユーザー (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のホス
トとして DB2 を使用する場合にのみ必要)

N/A

db2fenc1

DB2 fenced インスタンス・ユーザー (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のホストと
して DB2 を使用する場合にのみ必要)

xmeta

xmeta

メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー

iauser

iauser

情報分析データベース・オーナー

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのユーザーの作
成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、セキュリティーの第 1 レベルとしてユーザーを作成できます。InfoSphere
Information Server にログインする必要があるそれぞれの人に対して、ユーザーを作
成してください。

始める前に
v IBM InfoSphere Information Analyzer または InfoSphere Information Services
Director がインストールされている必要があります。
v アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「ユーザー」を選択します。
2. 「タスク」ペインで「新規ユーザー」をクリックします。
3. 「新規ユーザー」ペインでユーザーに関する情報を指定します。「ユーザー
名」、「パスワード」、「確認パスワード」、「名」、および「姓」のフィール
ドは必須です。
4. 「スイート」ペインでユーザーの権限を指定します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのユーザーにスイート・コンポーネ
ント・ロールがあるかどうかを選択します。 ユーザーにアクセスさせる各スイ
ート・コンポーネントごとに少なくとも 1 つのスイート・コンポーネント・ロ
ールを追加する必要があります。例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer
にアクセスするユーザーを作成している場合には、Information Analyzer プロジ
ェクト・アドミニストレーター、データ・アドミニストレーター、またはユーザ
ーのロールを割り当てる必要があります。
6. オプション: 「グループ」ペインで、「参照」をクリックし、グループにユーザ
ーを追加します。
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a. 「グループの追加」ウィンドウで、ユーザーを追加するグループを選択しま
す。
b. 「追加」をクリックします。
c. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
7. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックします。

次のタスク
ユーザーを作成したら、新規または既存のプロジェクトにそのユーザーを追加でき
ます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのグループの作
成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用している場合
は、ユーザーのグループを作成し、そのグループにセキュリティー設定とロールを
割り当てることができます。グループに属するユーザーはすべて、そのグループに
割り当てられたセキュリティー設定とロールを自動的に継承します。

始める前に
v IBM InfoSphere Information Analyzer または InfoSphere Information Services
Director がインストールされている必要があります。
v アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. 「グループ」ワークスペースの「タスク」ペインで「新規グループ」をクリック
します。
3. グループに関する情報を指定します。「ID」フィールドと「グループ名」フィー
ルドは必須です。
4. 「スイート」ペインでグループの権限を指定します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのグループにスイート・コンポーネ
ント・ロールがあるかどうかを選択します。 そのユーザー・グループがアクセ
スできるようにする各スイート・コンポーネントについて、少なくとも 1 つの
スイート・コンポーネント・ロールを追加する必要があります。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer にアクセスするグループを作成している場合に
は、Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター、データ・アド
ミニストレーター、またはユーザーのロールを割り当てる必要があります。
6. オプション: 「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックし、グループにユーザ
ーを追加します。
a. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、グループに追加するユーザーを選択しま
す。
b. 「追加」をクリックします。
c. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
7. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックします。
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次のタスク
グループを作成したら、新規または既存のプロジェクトにそのグループを追加でき
ます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールでのグループへの
ユーザーの追加
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、ユーザーをグループに追加して、ユーザー・ロールの割り当ておよび再割り当
てを速やかに行うことができます。

始める前に
IBM InfoSphere Information Analyzer または InfoSphere Information Services Director
がインストールされている必要があります。

手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. 「グループ」ワークスペースでグループを選択します。
3. 「タスク」ペインで「開く」をクリックします。
4. 「ユーザー」ペインで「参照」をクリックします。
5. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、グループに追加するユーザーを選択します。
6. 「追加」をクリックします。
7. 「OK」をクリックして選択内容を保存し、「ユーザーの追加」ウィンドウを閉
じます。
8. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックし、割り当てを保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのユーザー
の作成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、セキュリティーの第 1 レベルとしてユーザーを作成できます。InfoSphere
Information Server にログインする必要があるそれぞれの人に対して、ユーザーを作
成してください。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択
します。
3. 「ユーザー」ペインで「新規ユーザー」をクリックします。
4. 「新規ユーザーの作成」ペインで、そのユーザーに関する情報を指定します。
5. 「ロール」ペインで、そのユーザーがスイートのアドミニストレーター兼ユーザ
ーであるか、あるいは、スイートの単なるユーザーであるかを指定します。
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6. 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのユーザーにスイート・コンポーネ
ント・ロールがあるかどうかを選択します。 いずれかの製品モジュールにログ
インするには、ユーザーにスイート・ユーザー・ロールが必要です。また、ユー
ザーにアクセスさせるスイート・コンポーネントごとに少なくとも 1 つのスイ
ート・コンポーネント・ロールを追加する必要があります。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer にアクセスするユーザーを作成する場合には、
スイート・ユーザー・ロールを割り当て、さらに Information Analyzer プロジェ
クト・アドミニストレーター、データ・アドミニストレーター、またはユーザー
のロールを割り当てる必要もあります。
7. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーにユーザー情報
を保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのグループ
の作成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用している場合
は、ユーザーのグループを作成し、そのグループにセキュリティー設定とロールを
割り当てることができます。グループに属するユーザーはすべて、そのグループに
割り当てられたセキュリティー設定とロールを自動的に継承します。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択
します。
3. 「グループ」ペインで、「新規グループ」をクリックします。
4. 「新規グループの作成」ペインで、そのグループの情報を指定します。
5. オプション: 「ロール」ペインで、そのグループにスイートのアドミニストレー
ター特権とユーザー特権を持たせるか、あるいは、スイートのユーザー特権を持
たせるかを指定します。
6. オプション: 「スイート・コンポーネント」ペインで、そのグループにスイー
ト・コンポーネント・ロールがあるかどうかを選択します。 グループ内のユー
ザーにアクセスさせるスイート・コンポーネントごとに、少なくとも 1 つのス
イート・コンポーネント・ロールを追加する必要があります。例えば、IBM
InfoSphere Information Analyzer にアクセスするユーザーのグループを作成する
場合には、Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター、デー
タ・アドミニストレーター、またはユーザーのロールを割り当てる必要がありま
す。
7. グループにユーザーを割り当てます。
a. 「ユーザー」ペインで「参照」をクリックします。
b. 「ユーザーの検索」ウィンドウで、検索フィールドに名前を入力し、「フィ
ルター」をクリックします。すべてのユーザーを表示するには、「フィルタ
ーのクリア」をクリックします。
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c. グループに割り当てるユーザーを選択します。
d. 「OK」をクリックして選択を保存し、「ユーザーの検索」ウィンドウを閉じ
ます。
8. 「保存して閉じる」をクリックしてグループを保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのグループ
へのユーザーの追加
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーが使用されている場
合、ユーザーをグループに追加して、ユーザー・ロールの割り当ておよび再割り当
てを速やかに行うことができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択
します。
3. 「グループ」ペインで、グループを選択し、「グループを開く」をクリックしま
す。
4. 「ユーザー」ペインで「参照」をクリックします。
5. 「ユーザー検索」ウィンドウで、グループに追加するユーザーを検索します。
オプション

説明

ユーザーを名前で検索するには、次のように
します。

検索フィールドに名前を入力し、「フィルタ
ー」をクリックします。

すべてのユーザーを表示するには、次のよう
にします。

フィールドにテキストを入力しないで、「フ
ィルターのクリア」をクリックします。

6. グループに割り当てるユーザーを選択します。
7. 「OK」をクリックして選択を保存し、「ユーザーの検索」ウィンドウを閉じま
す。
8. 「保存して閉じる」をクリックして割り当てを保存します。

許可とグループの構成 (Windows Server 2008)
Microsoft Windows 2008 Server 上に IBM InfoSphere Information Server をインスト
ールした後、ユーザーを構成する追加のタスクを実行する必要があります。

このタスクについて
どのタスクを使用するかは、 Microsoft Windows Server 2008 がドメイン・コント
ローラーとして構成されているかどうかによります。
InfoSphere Information Server クライアント (IBM InfoSphere DataStage クライアン
トや IBM InfoSphere Information Server コンソール など) のユーザーが初めて正常
に InfoSphere Information Server サービス層にログインすると、サーバーが
registered-servers.xml ファイルに追加されます。このファイルは、デフォルトで
は C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.isf.client. デ
ィレクトリーにあります。
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サービス層に初めてログインするときに、クライアント上のオペレーティング・シ
ステム・ユーザーには、registered-servers.xml ファイルを更新できるように、こ
のファイルの書き込み許可が必要です。ユーザーが必要な許可を持っていなけれ
ば、ログインは失敗します。
システム管理者は、registered-servers.xml ファイルに対するファイル・システム
書き込み許可を削除することによって、あるクライアントからの特定の InfoSphere
Information Server サービス層へのアクセスを制限できます。アドミニストレータ
ー、または書き込み許可を持っているユーザーは、クライアントのユーザーがアク
セスする各サーバーに、前もってログインできます。その後、管理者は、定義済み
の registered-servers.xml ファイルをネットワーク内の残りのクライアントに配
布できます。ファイル・システム書き込み許可を設定または削除するには、 75 ペー
ジの『registered-servers.xml ファイルの書き込み許可の構成』を参照してください。
許可とグループの構成 (Windows Server 2008):
これらのタスクを完了して、IBM InfoSphere Information Server にアクセスするユー
ザーとグループを構成する必要があります。この構成は、エンジン層コンピュータ
ーに対してのみ必要です。この構成は、エンジン層コンポーネントがインストール
されているオペレーティング・システムのユーザーにのみ該当します。
手順
1. アドミニストレーターとして Microsoft Windows Server 2008 にログインしま
す。
2. グループを作成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「コンピュ
ータの管理」をクリックします。
b. 「コンピュータの管理」ウィンドウで、「システム ツール」 > 「ローカル
ユーザーとグループ」 > 「グループ」を展開します。
c. 「アクション」 > 「新しいグループ」をクリックします。
d. 「新しいグループ」ウィンドウで、グループの名前として「DataStage」と入
力し、「作成」をクリックして「閉じる」をクリックします。
3. ログインするユーザーと DataStage グループを構成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「ローカル
セキュリティ ポリシー」をクリックします。
b. 「ローカル セキュリティ設定」ウィンドウで、「ローカル ポリシー」 >
「ユーザー権利の割り当て」を展開して、ポリシーを表示します。
c. 「ローカル セキュリティ」ウィンドウで、「ローカル ログオンを許可す
る」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
d. 「ローカル ログオンを許可するプロパティ」ウィンドウで、「ユーザーまた
はグループの追加」をクリックします。
e. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックし、
ローカル・コンピューターの名前をクリックして、「OK」をクリックしま
す。
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f. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
し、「今すぐ検索」をクリックします。
g. 検索結果から、「認証されたユーザー」と「DataStage」をクリックし、
「OK」を 3 回クリックして結果を保存し、「ローカル セキュリティ」ウィ
ンドウに戻ります。
h. 「ローカル セキュリティ」ウィンドウで、「バッチ ジョブとしてログオ
ン」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
i. 「バッチ ジョブとしてログオン」ウィンドウで、「ユーザーまたはグループ
の追加」をクリックします。
j. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックし、ロ
ーカル・コンピューターの名前をクリックして、「OK」をクリックします。
k. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
し、「今すぐ検索」をクリックします。
l. 検索結果から、「DataStage」をクリックし、「OK」を 3 回クリックして結
果を保存し、「ローカル セキュリティ」ウィンドウに戻ります。
m. 「ローカル セキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。
4. グループにユーザーを追加します。
a. 「コンピュータの管理」ウィンドウから、「グループ」をクリックします。
b. ユーザーを追加するグループの名前をクリックします (DataStage)。
c. 「アクション」 > 「グループに追加」をクリックします。
d. 「ユーザー プロパティ」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
e. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックしま
す。
f. ローカル・コンピューターの名前をクリックし、「OK」をクリックします。
g. 「ユーザーの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。
h. 開いたウィンドウで、「今すぐ検索」をクリックします。
i. グループに含めるユーザーの名前をクリックし、「OK」をクリックします。
少なくとも、認証されたユーザーはすべて含めます。
j. 「OK」を 3 回クリックし、「コンピュータの管理」ウィンドウに戻りま
す。
k. 「コンピュータの管理」ウィンドウを閉じます。
5. 次に示すフォルダーの許可を設定します。
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Program Files\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
リストされたフォルダーごとに、次の手順で行います。
a. フォルダーを選択して、「ファイル」 > 「プロパティ」をクリックします。
b. 「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、「編
集」をクリックします。
c. 「許可」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
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d. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックしま
す。
e. ローカル・コンピューターの名前をクリックして、「OK」をクリックしま
す。
f. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
します。
g. 開いたウィンドウで、「今すぐ検索」をクリックします。
h. 許可を設定するグループの名前をクリックします (DataStage)。
i. 「OK」を 2 回クリックします。
j. アクセス許可リストから、「変更」、「読み取りと実行」、「フォルダーの内
容の一覧表示」、「読み取り」、および「書き込み」の許可を選択します。
「OK」をクリックします。
k. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サ
ブフォルダおよびファイルに適用する」をクリックします。
許可とグループの構成 (Windows Server 2008 ドメイン・コントローラー):
Microsoft Windows Server 2008 がドメイン・コントローラーの場合は、以下のタス
クを完了して、 IBM InfoSphere Information Server にアクセスするようにユーザー
とグループを構成する必要があります。この構成は、エンジン層コンピューターに
のみ必要であり、エンジン層コンポーネントがインストールされているオペレーテ
ィング・システムのユーザーにのみ該当します。
手順
ステップ 3 と 2 で作成したグループには組み込みの認証済みユーザー・グループ
を追加できないため、ステップ 3 と 2 をスキップして、認証済みユーザー・グル
ープを直接使用することも考えられます。
1. アドミニストレーターとして Microsoft Windows Server 2008 にログインしま
す。
2. グループを作成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「Active
Directory とコンピュータ」をクリックします。
b. 「Active Directory とコンピュータ」ウィンドウで、現行ドメインの「ユーザ
ー」をクリックします。
c. 開いたウィンドウで、「アクション」 > 「新しいグループ」をクリックしま
す。
d. 「新しいグループ」ウィンドウで、グループの名前として「DataStage」と入
力します。
e. 「グループのスコープ」を「グローバル」に、「グループの種類」を「セキ
ュリティ」のままにしておきます。
f. 「OK」をクリックします。
3. ローカル・ユーザーと DataStage グループがログインできるようにサーバーを構
成します。
a. 「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 > 「ドメイン
セキュリティ ポリシー」をクリックします。
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b. 「ドメイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウで、「ローカル ポリシー」
> 「ユーザー権利の割り当て」を展開して、ポリシーを表示します。
c. 「ドメイン セキュリティ」ウィンドウで、「ローカル ログオンを許可す
る」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
d. 「ローカル ログオンを許可するプロパティ」ウィンドウで、「ユーザーまた
はグループの追加」をクリックします。
e. 「参照」をクリックします。
f. 「ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択」ウィンドウで、「詳細
設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリックします。
g. 検索結果から、「認証されたユーザー」と「DataStage」をクリックします。
その後、「OK」を 3 回クリックして「ドメイン セキュリティ ポリシー」
ウィンドウに戻ります。
h. 「ドメイン セキュリティ」ウィンドウで、「バッチ ジョブとしてログオ
ン」ポリシーをクリックし、「アクション」 > 「プロパティ」をクリックし
ます。
i. 「バッチ ジョブとしてログオン」ウィンドウで、「ユーザーまたはグループ
の追加」をクリックします。
j. 「参照」をクリックします。
k. 「ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択」ウィンドウで、「詳細
設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリックします。
l. 検索結果から、「DataStage」をクリックし、「OK」を 3 回クリックして
「ドメイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウに戻ります。
m. 「ドメイン セキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。
4. グループにユーザーを追加します。
a. 「現行ドメイン内のユーザー」ウィンドウで、ユーザーを追加する先のグル
ープの名前をクリックして (DataStage)、「OK」をクリックします。認証され
たユーザーは選択可能ではありません。
b. 「アクション」 > 「プロパティ」をクリックします。
c. 「プロパティ」ウィンドウで、「メンバー」タブをクリックし、「追加」を
クリックします。
d. 開いたウィンドウで、「詳細設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリッ
クします。
e. グループに追加するユーザーの名前をクリックし、「OK」をクリックしま
す。認証されたユーザーは選択可能ではありません。
f. 「OK」を 2 回クリックして結果を保存し、「Active Directory とコンピュー
タ」ウィンドウに戻ります。
g. 「Active Directory とコンピュータ」ウィンドウを閉じます。
5. 次に示すフォルダーの許可を設定します。
v C:\IBM\InformationServer\Server
v C:\Program Files\MKS Toolkit\fifos
v C:\Windows\%TEMP%
v C:\tmp
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リストされたフォルダーごとに、次の手順で行います。
a. フォルダーを選択して、「ファイル」 > 「プロパティ」をクリックします。
b. 「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、「編
集」をクリックします。
c. 「許可」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
d. 「ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択」ウィンドウで、「場
所」をクリックします。
e. 開いたウィンドウで、「詳細設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリッ
クします。
f. 許可を設定するグループの名前をクリックします (DataStage)。
g. 「OK」を 2 回クリックします。
h. アクセス許可リストから、「変更」、「読み取りと実行」、「フォルダーの
内容の一覧表示」、「読み取り」、および「書き込み」の許可を選択しま
す。「OK」をクリックします。
i. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サブ
フォルダおよびファイルに適用する」をクリックして、確認します。
registered-servers.xml ファイルの書き込み許可の構成:
指定されたサービス層が指定されたクライアント・システムから初めてアクセスさ
れるときに、オペレーティング・システムに現在ログインしているユーザーには、
クライアント・システムのホスト名とポートをアプリケーションがファイルに追加
できるように、registered-servers.xml ファイルへの書き込み許可が必要です。こ
の情報が追加されると、クライアント・システムでのその後のユーザーおよび
InfoSphere Information Server アプリケーションによるログインでは、ファイルに対
する読み取りアクセスのみが必要です。
このタスクについて
InfoSphere Information Server クライアント・アプリケーションは、サービス層に初
めてログインするときに、サービス層のホスト名とポートをローカルの
registered-servers.xml ファイルに追加します。このファイルには、その後のクラ
イアントのログインの選択項目として表示されるサービス層のリストが含まれてい
ます。
デフォルトでは、アドミニストレーターには、registered-servers.xml ファイルへ
の書き込みアクセス権があります。また、アプリケーションがこのファイルにアク
セスするためには、Users グループに書き込みアクセス権を追加する必要がありま
す。
手順
Users グループにファイルへの書き込みアクセス権を与えるには、次の手順で行いま
す。
v Windows XP
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1. Microsoft Windows エクスプローラで、registered-servers.xml ファイルを
見つけます。 デフォルトでは、このファイルは次のディレクトリーにありま
す。 C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client
2. ファイルを右クリックして「プロパティ」を選択します。
3. 「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。
4. 「追加」をクリックします。
5. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「場所」をクリックしま
す。
6. ローカル・コンピューターの名前を選択して、「OK」をクリックします。
7. 「ユーザーまたはグループの選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリック
します。
8. 「今すぐ検索」をクリックして Users グループを選択します。
9. 「OK」を 2 回クリックします。
10. Users グループが選択されている状態で、「書き込み」アクセス権の「許
可」をクリックし、「OK」をクリックします。
11. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サ
ブフォルダおよびファイルに適用する」をクリックして、確認します。
v Windows 2008 および Windows 7
1. Microsoft Windows エクスプローラで、registered-servers.xml ファイルを
見つけます。 デフォルトでは、このファイルは次のディレクトリーにありま
す。 C:\IBM\InformationServer\ASBNode\eclipse\plugins\
com.ibm.isf.client
2. ファイルを右クリックして「プロパティ」を選択します。
3. 「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。
4. 「編集」をクリックします。
5. 「許可」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
6. 「選択」ウィンドウで、「場所」をクリックします。
7. ローカル・コンピューターの名前を選択して、「OK」をクリックします。
8. 「選択」ウィンドウで、「詳細設定」をクリックします。
9. 「今すぐ検索」をクリックして Users グループを選択します。
10. 「OK」を 2 回クリックします。
11. Users グループが選択されている状態で、「書き込み」アクセス権の「許
可」をクリックし、「OK」をクリックします。
12. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、「変更をこのフォルダ、サ
ブフォルダおよびファイルに適用する」をクリックして、確認します。

ユーザー・ロールの割り当て
IBM InfoSphere Information Server は、ロール・ベースのアクセス制御をサポートし
ます。ユーザー・ロールによって、ユーザーが使用できる機能を判別します。一部
のスイート・コンポーネントでは、ユーザー・ロールによって、ユーザーがアクセ
スできるプロジェクトの判別も行います。
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ユーザー・ロールは、互いに重なるいくつかのレベルで定義できます。ユーザーに
は、InfoSphere Information Server でのロール (スイート・ロール)、スイート・コン
ポーネントでのロール (例えば、IBM InfoSphere Information Analyzer や IBM
InfoSphere FastTrack)、および所定のプロジェクトで作業するのに必要な許可 (プロ
ジェクト・ロール) の組み合わせから権限が派生されます。

スイート
スイート・レベルのロールは、InfoSphere Information Server の一部にユーザーがア
クセスするのに必要な基本的なロールです。スイート・ユーザーでないユーザー
は、InfoSphere Information Server で認証できません。 InfoSphere Information Server
ユーザーにはすべて、スイート・ユーザー・ロールが必要です。スイート・ユーザ
ーは、管理タスクを実行するためにスイート・アドミニストレーター・ロールを持
つこともできます。スイート・アドミニストレーター・ロールを持つユーザーに
は、そのユーザー名にスイート・ユーザー・ロールも割り当てられている必要があ
ります。
共通のメタデータ・コンポーネント・ロールも、スイート・レベルのロールです。
このロールには、メタデータ・リポジトリー内のメタデータに対する特定の権限が
あります。

コンポーネント
コンポーネント・レベルのロールは、特定の製品モジュールの機能へのアクセスを
提供します。ユーザーは、製品モジュールのユーザーまたはアドミニストレーター
であることができます。例えば、InfoSphere Information Analyzer ユーザーであると
同時に IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーターであることができます。

プロジェクト
プロジェクト・レベルのロールは、製品モジュール内で、および製品モジュールに
よって定義されます。例えば、IBM InfoSphere Information Server コンソール の情
報分析プロジェクトで、そのプロジェクトの Information Analyzer データ・スチュ
ワード・ロールをユーザーに割り当てることができます。

ユーザー・ロールの割り当て
通常は、InfoSphere Information Server アドミニストレーターがスイート・レベルの
ロールとコンポーネント・レベルのロールを割り当てます。このロールは両方と
も、IBM InfoSphere Information Server コンソール または IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール を使用して割り当てられます。InfoSphere
Information Server コンソールは、IBM InfoSphere Information Analyzer および
InfoSphere Information Services Director で使用できます。 InfoSphere Information
Server Web コンソールは、SuiteUser ロールを持つすべての InfoSphere Information
Server ユーザーが使用できます。
セキュリティー・ロールが構成された後、各製品モジュールのアドミニストレータ
ーがさらに、IBM InfoSphere Information Server コンソール または IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアントにプロジェクト・レ
ベルのロールを定義します。特定のプロジェクト・レベルのロールのアクションを
実行するには、ユーザーに、スイート・レベルのアクセス権限と、プロジェクトを
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所有する製品モジュールへのアクセス権限も必要です。例えば、ユーザーが
InfoSphere DataStage を開発するには、スイート・ユーザーのロールおよびコンポー
ネント・レベルの InfoSphere DataStage のロールと、InfoSphere DataStage 開発者プ
ロジェクト・ロールが割り当てられている必要があります。

セキュリティー・ロールの概要
IBM InfoSphere Information Server は、ロール・ベースのアクセス制御をサポートし
ます。ユーザーには、InfoSphere Information Server でのユーザーのロール (スイー
ト・ロール)、IBM InfoSphere Information Analyzer などのスイート・コンポーネン
トでのユーザーのロール (スイート・コンポーネント・ロール)、および使用するプ
ロジェクト (プロジェクト・ロール) の和集合から権限が派生されます。
セキュリティー構成は、2 レベルのアドミニストレーターによって実行されます。
InfoSphere Information Server アドミニストレーター
このアドミニストレーターが、ユーザーに対するスイート・ロールとスイー
ト・コンポーネント・ロールの割り当てを担当します。これらのロールによ
って、ユーザーがアクセスできるスイート・コンポーネントと、ユーザーが
これらのスイート・コンポーネントに対してコンポーネント・アドミニスト
レーター・アクセスまたはコンポーネント・ユーザー・アクセスを持つかど
うかが決まります。InfoSphere Information Server アドミニストレーター
は、InfoSphere Information Analyzer、IBM InfoSphere DataStage、および
IBM InfoSphere QualityStage ユーザーの証明情報マッピングの構成を行うこ
ともできます。InfoSphere Information Server アドミニストレーターには、
そのユーザー名に少なくともスイート・アドミニストレーター・ロールとス
イート・ユーザー・ロールが必要です。インストール時に、初期のインスト
ール・タスクを実行し、ユーザー・レジストリーを構成するために、デフォ
ルトの InfoSphere Information Server アドミニストレーターが作成されま
す。デフォルトの IBM WebSphere Application Server アドミニストレータ
ーは、IBM WebSphere Application Server を再始動するときに、InfoSphere
Information Server アドミニストレーターとして常に自動的に構成されま
す。
InfoSphere Information Server スイート・コンポーネント・アドミニストレーター
このアドミニストレーターが、InfoSphere Information Server アドミニスト
レーターによって構成されたユーザーへのコンポーネント・プロジェクト・
ロールの割り当てを担当します。これらの割り当ては、スイート・コンポー
ネントの中で構成されます。例えば、InfoSphere Information Server コンポ
ーネント・アドミニストレーターは、Information Analyzer Business Analyst
ロールを、コンソールの情報分析画面でユーザーに割り当てることができま
す。 InfoSphere DataStage プロジェクトの場合、このロール割り当ては
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントで構成されま
す。InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターは、IBM
InfoSphere Information Server Web コンソール を使用して証明情報マッピ
ングを構成することもできます。

スイート・ロール
スイート・アドミニストレーター
最大の InfoSphere Information Server 管理特権を提供します。
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スイート・ユーザー
InfoSphere Information Server およびスイート・コンポーネントに対しての
汎用アクセス権を持つ、ユーザー・レジストリー内のユーザーを識別しま
す。InfoSphere Information Server またはいずれかのスイート・コンポーネ
ントで認証するには、ユーザーにこのロールが必要です。
共通メタデータ・ロールは、スイート・ロールでもあります。 84 ページの『共通
メタデータ・ロール』 を参照してください。
次の図は、InfoSphere Information Server セキュリティー・ロールを示しています。

IBM® InfoSphere™ Information Server セキュリティー・ロール
IBM InfoSphere Information Server
スイート・
アドミニストレーター

スイート・ユーザー

IBM InfoSphere
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IBM InfoSphere
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IBM InfoSphere
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DataStage® and
QualityStage

IBM InfoSphere
Information
Services Director

IBM InfoSphere
Metadata
Workbench

アドミニストレーター

アドミニストレーター

データ・
アドミニストレーター

アドミニストレーター

アドミニストレーター
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プロジェクト・
アドミニストレーター



ユーザー

ユーザー
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マネージャー

ユーザー

ユーザー

ユーザー

プロジェクト・ロール
ビジネス・アナリスト
データ・オペレーター
データ・スチュワード
ドリルダウン・ユーザー

プロジェクト・ロール

マネージャー
オペレーター
スーパー・オペレーター

オペレーター

ユーザー

Metadata
Workbench ユーザー

コンシューマー
データ・ルール・ユーザー

プロジェクト・ロール
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プロジェクト・
アドミニストレーター

ルール・ユーザー
ルール
ルール
ルール・マネージャー

メタデータ
ブラウザー

アドミニストレーター

オペレーショナル・メタデータ
アドミニストレーター

アナリスト

ユーザー

図 19. InfoSphere Information Server セキュリティー・ロール

IBM InfoSphere FastTrack ロール:
IBM InfoSphere FastTrack の場合、アドミニストレーターは、スイート・コンポー
ネント・ロールを InfoSphere FastTrack ユーザーに割り当てることによって、さら
にユーザー権限を定義できます。
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スイート・コンポーネント・ロール
FastTrack プロジェクト・アドミニストレーター
InfoSphere FastTrack プロジェクト・アドミニストレーターは、プロジェク
トの作成と管理、およびユーザーとグループのプロジェクトに対するアクセ
スの管理を行うことができます。
FastTrack ユーザー
InfoSphere FastTrack ユーザーは、InfoSphere FastTrack 機能を使用すること
ができます。マッピング仕様の作成、管理、および表示の機能を使用するに
は、その前に、ユーザーは、プロジェクトに対して許可されている必要があ
ります。
InfoSphere Metadata Workbench ロール:
スイート・アドミニストレーターは、IBM InfoSphere Metadata Workbench のユーザ
ーが実行できるタスクを定義するロールを割り当てます。
IBM InfoSphere Metadata Workbench には、次のロールがあります。
Metadata Workbench アドミニストレーター
自動および手動の分析サービスを実行し、照会をパブリッシュし、メタデー
タ・モデルを探索します。IBM InfoSphere Metadata Workbench ユーザーが
実行できるすべてのタスクを実行します。
Metadata Workbench アドミニストレーターは、リポジトリーにインポート
されるエンタープライズ・データベース・メタデータとデータ・ファイル・
メタデータについて十分に理解している必要があります。アドミニストレー
ターはまた、ジョブで使用されるメタデータについても十分に理解している
必要があります。
Metadata Workbench ユーザー
情報資産の検索と探索を行い、分析レポートを実行し、照会の作成、保存、
および実行を行います。
IBM InfoSphere Business Glossary ロール:
IBM InfoSphere Business Glossary の場合、アドミニストレーターは、スイート・コ
ンポーネント・ロールを InfoSphere Business Glossary ユーザーに割り当てることに
よって、さらにユーザー権限を定義できます。
スイート・コンポーネント・ロール
Business Glossary アドミニストレーター
他のユーザーが必要な情報を検出して分析できるように、グロッサリーをセ
ットアップして管理することができます。また、ユーザーとグループからス
チュワードを作成することもできます。
Business Glossary 作成者
メタデータ・リポジトリー内の資産の用語への割り当てなど、用語およびカ
テゴリーを作成および編集することができます。
Business Glossary ユーザー
グロッサリー内の用語およびカテゴリーと、メタデータ・リポジトリー内の
資産を調べることができます。
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Business Glossary 基本ユーザー
グロッサリー内の用語およびカテゴリーを調べることはできますが、メタデ
ータ・リポジトリー内の資産を調べることはできません。
ビジネス・グロッサリー資産割り当て担当者
InfoSphere Information Server スイートに含まれる他製品からのグロッサリ
ーの用語とカテゴリーに、メタデータ・リポジトリー内の資産を割り当てま
す。
IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage ロール:
InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage の場合、アドミニストレーター
は、スイート・コンポーネント・ロールとプロジェクト・ロールを InfoSphere
DataStage および InfoSphere QualityStage ユーザーに割り当てることによって、さら
にユーザー権限を定義できます。
コンソールまたは Web コンソールの中で、スイート・コンポーネント・ロールを
割り当てることができます。プロジェクト・ロールは、IBM InfoSphere DataStage
アドミニストレーター・クライアントの「許可」ページでのみ割り当てることがで
きます。
スイート・コンポーネント・ロール
DataStage and QualityStage アドミニストレーター
以下のタスクを実行できます。
v InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントの InfoSphere
DataStage スイート・ユーザーへのプロジェクト・ロールの割り当て
v アドミニストレーター・クライアントを使用した、プロジェクトの作成、
削除、および構成
v プロジェクトをプロテクトとしてマーク付け
v プロテクトされたプロジェクトのプロテクト解除
v サーバー・エンジン・コマンドの発行
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブなどのオブジェクトの作成
および編集
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
v プロテクトされたプロジェクトへのオブジェクトのインポート
このロールでは、プロテクトされたプロジェクト内のジョブなどのオブジェ
クトは編集できません。
DataStage and QualityStage ユーザー
InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage にアクセスできます。
さらに、このロールは、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クラ
イアントに表示されるユーザーとグループのリストをフィルタリングするた
めに使用されます。IBM InfoSphere Information Server ユーザーがこのロー
ルを持っていない場合、そのユーザーはどの InfoSphere DataStage または
InfoSphere QualityStage 製品モジュールにもアクセスできません。これはそ
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のユーザー名に InfoSphere DataStage または InfoSphere QualityStage プロ
ジェクト・ロールが割り当てられていても同じです。
プロジェクト・ロール
DataStage 開発者
以下のタスクを実行できます。
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブなどのオブジェクトの作成
および編集
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
このロールでは、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジ
ェクト NLS 設定の変更およびプロジェクト・プロパティーの変更 (プロテ
クトなし/プロテクト解除) などの限られたタスクを実行することもできま
す。
このロールでは、プロテクトされたプロジェクト内のジョブなどのオブジェ
クトを編集できません。プロジェクトを作成、削除、または構成できません
(限られた構成タスクは実行できます)。既存のプロジェクトをプロテクトと
マーク付けすることはできません。プロテクトされたプロジェクトをプロテ
クト解除できません。プロジェクト・ロールをアドミニストレーター・クラ
イアントの InfoSphere DataStage スイート・ユーザーに割り当てることはで
きません。また、オブジェクトをプロテクトされたプロジェクトにインポー
トできません。
DataStage 製品マネージャー
以下のタスクを実行できます。
v 既存のプロジェクトをプロテクトとしてマーク付け
v プロテクトされたプロジェクトのプロテクト解除
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブなどのオブジェクトの作成
および編集
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
v プロテクトされたプロジェクトへのオブジェクトのインポート
また、このロールでは、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クラ
イアントを使用して、プロジェクト NLS 設定の変更、サーバー・エンジ
ン・コマンドの発行、およびプロジェクト・プロパティーの変更などの限ら
れたタスクを実行することもできます。
このロールでは、プロテクトされたプロジェクト内のジョブなどのオブジェ
クトを編集できません。さらに、このロールは、プロジェクトを作成、削
除、または構成できず (限られた構成タスクは実行できます)、プロジェク
ト・ロールをアドミニストレーター・クライアントの InfoSphere DataStage
スイート・ユーザーに割り当てることもできません。
DataStage オペレーター
以下のタスクを実行できます。
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v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示 (InfoSphere DataStage アドミニス
トレーターによって、1 行目のみ読み取りが設定されている場合を除く)
このロールでは、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジ
ェクト NLS 設定の変更およびプロジェクト・プロパティーの変更 (プロテ
クトなし/プロテクト解除) などの限られたタスクを実行することもできま
す。
DataStage スーパー・オペレーター
以下のタスクを実行できます。
v ディレクター・クライアントを使用した、ジョブの実行およびスケジュー
ル
v ジョブ・ログ・メッセージ全体の表示
v デザイナー・クライアントを使用した、ジョブの表示およびオブジェクト
の表示
このロールでは、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジ
ェクト NLS 設定の変更およびプロジェクト・プロパティーの変更 (プロテ
クトなし/プロテクト解除) などの限られたタスクを実行することもできま
す。
このロールでは、デザイナー・クライアントを使用して、ジョブなどのオブ
ジェクトを作成および編集できません。プロテクトされたプロジェクト内の
ジョブまたはその他のオブジェクトを編集できません。プロジェクトを作
成、削除、または構成できません。既存のプロジェクトをプロテクトとマー
ク付けすることはできません。プロテクトされたプロジェクトをプロテクト
解除できません。プロジェクト・ロールをアドミニストレーター・クライア
ントの InfoSphere DataStage スイート・ユーザーに割り当てることはできま
せん。オブジェクトをプロテクトされたプロジェクトにインポートできませ
ん。
詳しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クラ
イアント・ガイド を参照してください。
オペレーショナル・メタデータのロール:
オペレーショナル・メタデータのコンポーネント・ロールをユーザーに割り当てる
ことができます。
スイート・コンポーネント・ロール
オペレーショナル・メタデータ・アドミニストレーター
オペレーショナル・メタデータをリポジトリーにインポートできます。この
ロールをスイート・ユーザーに割り当て、runimporter.cfg ファイルを編集
して、そのユーザーのユーザー名とパスワードを含めることができます。
runimporter ファイルを実行するとき、このファイルはこれらの証明情報を
使用して、ユーザーがオペレーショナル・メタデータをリポジトリーにイン
ポートすることを許可します。
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オペレーショナル・メタデータ・アナリスト
Web コンソールの「レポート作成」タブで、オペレーショナル・メタデー
タについてのレポートの作成と実行ができます。
オペレーショナル・メタデータ・ユーザー
オペレーショナル・メタデータについてのレポートを表示できます。
共通メタデータ・ロール:
共通メタデータ・コンポーネント・ロールをユーザーに割り当てることができま
す。
スイート・コンポーネント・ロール
共通メタデータ・ユーザー
InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブを使用し
て、メタデータ・リポジトリー内にある資産の表示、検索、および検査を行
います。
共通メタデータ・インポーター
InfoSphere Metadata Asset Manager の「インポート」タブで、インポート域
の作成、ステージング域へのインポート、メタデータ・リポジトリーへのイ
ンポートの分析、プレビュー、および共有、その他すべての作業を実行しま
す。表示および作業の対象は、このユーザーが作成したインポート域のみで
す。「リポジトリー管理」タブを使用して、メタデータ・リポジトリー内に
ある資産の表示、検索、および検査を行います。
共通メタデータ・アドミニストレーター
InfoSphere Metadata Asset Manager の「管理」タブで、インポート・ポリシ
ーを指定し、メタデータ交換サーバーを構成します。「インポート」タブ
で、インポート域の作成、ステージング域へのインポート、メタデータ・リ
ポジトリーへのインポートの分析、プレビュー、および共有を行います。す
べてのインポート域で表示および作業を行うことができます。「リポジトリ
ー管理」タブで、資産をマージおよび削除し、実装環境の関係を設定しま
す。さらに、共通メタデータ・ユーザーと共通メタデータ・インポーターの
特権をすべて持っています。
istool コマンド・ラインで、共有メタデータ資産をエクスポート、インポー
ト、および削除します。
共通のデータ・ルール・ロール:
データ・ルール・ロールをユーザーに割り当てることができます。
スイート・コンポーネント・ロール
ルール管理者
データ・ルールおよびルール・セットにアクセスして実行できるユーザーを
セットアップおよび管理して、他のユーザーがプロジェクトのデータ・ルー
ルおよびルール・セットを見つけて実行できるようにします。
ルール作成者
データ・ルール定義およびルール・セット定義を作成できる機能を提供しま
す。
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ルール・マネージャー
データ・ルールとルール・セットの作成および編成を管理します。このロー
ルで、データ・ルール定義、ルール・セット定義、およびメトリックを作成
でき、さらにデータ・ルール、ルール・セット、およびメトリックを実行で
きるユーザーを管理します。
ルール・ユーザー
データ・ルールとルール・セットを実行できる機能を提供します。
IBM InfoSphere Information Analyzer ロール:
IBM InfoSphere Information Analyzer の場合、アドミニストレーターは、スイート・
コンポーネント・ロールとプロジェクト・ロールを InfoSphere Information Analyzer
ユーザーに割り当てることによって、さらにユーザー権限を定義できます。
IBM InfoSphere Information Server コンソール または IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール で、スイート・コンポーネント・ロールを割り当てること
ができます。プロジェクト・ロールは、コンソールの「プロジェクト・プロパティ
ー」ワークスペースでのみ割り当てることができます。
スイート・コンポーネント・ロール
Information Analyzer データ・アドミニストレーター
メタデータのインポート、分析設定の変更、およびシステム・ソースの追加
と変更ができます。
Information Analyzer プロジェクト・アドミニストレーター
情報分析プロジェクトを作成、削除、および変更を行って、プロジェクトを
管理できます。
Information Analyzer ユーザー
InfoSphere Information Analyzer へのログオン、ダッシュボードの表示、お
よびプロジェクトを開くことができます。
プロジェクト・ロール
Information Analyzer ビジネス・アナリスト
分析結果を検討します。このロールでは、ベースライン分析のベースライン
とチェックポイントの設定、分析結果のパブリッシング、分析結果の削除、
および分析ジョブの結果の表示ができます。
Information Analyzer データ・オペレーター
データ分析とログを管理します。このロールでは、すべての分析ジョブの実
行またはスケジューリングができます。
Information Analyzer データ・スチュワード
分析結果の読み取り専用ビューを提供します。このロールでは、すべての分
析ジョブの結果を表示することもできます。
Information Analyzer ドリルダウン・ユーザー
ドリルダウン・セキュリティーが有効な場合は、ソース・データをドリルダ
ウンすることができます。
IBM InfoSphere Information Services Director ロール:

第 6 章 セキュリティーの管理

85

IBM InfoSphere Information Services Director の場合、アドミニストレーターは、ス
イート・コンポーネント・ロールとプロジェクト・ロールを InfoSphere Information
Services Director ユーザーに割り当てることによって、さらにユーザー権限を定義で
きます。
スイート・コンポーネント・ロール
Information Services Director カタログ・マネージャー
サービス・カテゴリー、サービス、およびカスタム属性の管理と変更を行え
るなど、「情報サービス・カタログ」タブへのフル・アクセスを提供しま
す。InfoSphere Information Services Director アドミニストレーターには、自
動的に Information Services カタログ・マネージャー権限が付与されます。
Information Services Director アドミニストレーター
すべての InfoSphere Information Services Director 機能にアクセスできま
す。
Information Services Director コンシューマー
セキュアにされたサービスを起動する能力を提供します。
Information Services Director オペレーター
InfoSphere Information Services Director 実行時機能にアクセスできます。オ
ペレーターは、プロバイダーの追加および削除と、デプロイされたアプリケ
ーション、サービス、およびオペレーションのランタイム・パラメーターの
構成ができます。さらに、オペレーターは、デザイン時ビューからアプリケ
ーションをデプロイすることができます。
Information Services Director ユーザー
ランタイム環境でアプリケーションのリストを表示する権限と、「情報サー
ビス・カタログ」タブの情報を表示する権限を提供します。このユーザー
は、デプロイされたアプリケーション、サービス、オペレーション、および
プロバイダーを参照できます。
プロジェクト・ロール
Information Services Director デザイナー
Information Services Director デザイナー・ロールでは、ユーザーはデザイン
時に許可されたプロジェクトにのみアクセスできます。ISD デザイナーは、
デザイン時のプロジェクト・レベルで以下を実行できます。
v プロジェクトの詳細とプロジェクトのリストの表示
v アプリケーションのリストの表示
v アプリケーションの更新
v アプリケーションのエクスポート
v 既存のアプリケーションへのサービスのインポート
v サービスの表示、追加、または削除
実行時に、Information Services Director デザイナーは、アプリケーション・
リストを表示できます。
Information Services Director プロジェクト・アドミニストレーター
アプリケーションの作成と削除、プロジェクトへのユーザーとグループの追
加と削除、およびプロジェクト・プロパティーの編集の権限を提供します。
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IBM InfoSphere Information Server コンソールでのセキュリティ
ー・ロールの割り当て
セキュアなプロジェクト環境を作成するには、ユーザー認証とロール識別に基づい
てセキュリティー・ポリシーを定義できます。ユーザーの権限は、個別のロールと
グループ・ロールを合わせて導出されます。

始める前に
InfoSphere Information Server コンソールを使用するには、IBM InfoSphere
Information Analyzer または InfoSphere Information Services Director がインストー
ルされている必要があります。

このタスクについて
InfoSphere Information Server コンソールによって、ユーザーがスイートで実行でき
るロールを指定できます。さらに、ユーザーがアクセス権限を持つスイート・コン
ポーネントと、それらのスイート・コンポーネントでのユーザーのロールを定義で
きます。
IBM InfoSphere Information Server コンソールでのユーザーへのセキュリティ
ー・ロールの割り当て:
すべてのユーザーが、IBM InfoSphere Information Server のコンポーネントと機能に
アクセスするための許可を必要とします。 1 つのユーザーに、スイートおよびスイ
ート・コンポーネントの 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・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
ユーザーに割り当てられたロールを変更しても、そのユーザーの現行アクティブ・
セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、そのユーザーが次に
ログインしたときに初めて使用可能になります。セッション管理を使用して、ユー
ザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができます。
手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「ユーザー」を選択します。
2. 「ユーザー」ワークスペースでユーザーを選択します。
3. 「タスク」ペインで「ロールの割り当て」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、ユーザーに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、ユーザーに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックし、メタデータ・リポジトリーに許
可を保存します。
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次のタスク
IBM InfoSphere DataStage and IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトにも追加のユーザ
ー・ロールを割り当てる必要があります。
IBM InfoSphere Information Server コンソールでのグループへのセキュリティ
ー・ロールの割り当て:
1 つのユーザー・グループに、スイートおよびスイート・コンポーネントの 1 つ以
上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・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
グループに割り当てられたロールを変更しても、そのグループ内のユーザーの現行
アクティブ・セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、そのユ
ーザーが次にログインしたときに初めて使用可能になります。セッション管理を使
用して、ユーザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができ
ます。
手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. 「グループ」ワークスペースでグループを選択します。
3. 「タスク」ペインで「ロールの割り当て」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、グループに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、グループに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックし、メタデータ・リポジトリーに許
可を保存します。
ユーザーまたはグループに割り当てられたロールの表示:
IBM InfoSphere Information Server コンソールで、ユーザーまたはグループに割り当
てられたスイート・ロールとスイート・コンポーネント・ロールを表示できます。
アドミニストレーターがユーザーまたはグループにプロジェクト・ロールを割り当
てていれば、プロジェクト・ロールも表示できます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
手順
1. 「ホーム」ナビゲーター・メニューで、「構成」 > 「ユーザー」を選択する
か、「構成」 > 「グループ」を選択します。
2. ユーザーまたはグループを選択し、「開く」をクリックします。
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3. 「ロール」ペインで、割り当てられたスイート、スイート・コンポーネント、ま
たは割り当てられたプロジェクト・ロールのリストを表示します。 プロジェク
ト・ロールは、IBM InfoSphere DataStage のプロジェクトのコンテキストで、ま
たは IBM InfoSphere Information Server コンソールで割り当てられます。

ユーザーのプロジェクトへの割り当てとロールの割り当て
プロジェクトの作成時に、そのプロジェクトにアクセスできるユーザーを指定でき
ます。また、そのプロジェクトで実行可能なアクションも指定できます。

このタスクについて
ユーザーをプロジェクトに追加し、ロールを割り当てるには、いろいろなツールを
使用します。使用するツールは、使用している製品モジュールによって異なりま
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director の場合、この手順で説明するように、IBM InfoSphere Information Server
コンソールを使用します。
v IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターを使用します。
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。
v IBM InfoSphere FastTrack の場合、IBM InfoSphere FastTrack コンソールを使用し
ます。 IBM InfoSphere FastTrack チュートリアルを参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、ユーザーとロールを割り当て
るプロジェクトを開きます。
2.

IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。

3. 「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースで「ユーザー」タブを選択しま
す。
4. 「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックし、プロジェクトにユーザーを追加
します。
5. 「ユーザーの追加」ウィンドウで、プロジェクトに追加するユーザーを選択して
「追加」をクリックし、「OK」をクリックします。
6. 「プロジェクト・ロール」ペインで、選択したユーザーに割り当てるプロジェク
ト・ロールを選択します。 1 人のユーザーに対して、プロジェクトで 1 つ以上
のロールを割り当てることができます。
7. 「すべて保存」をクリックします。

グループのプロジェクトへの割り当てとロールの指定
プロジェクトの作成時に、そのプロジェクトにアクセスできるグループを指定でき
ます。また、そのプロジェクトで実行可能なアクションも指定できます。
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このタスクについて
プロジェクトにグループを割り当てて、ロールを選択するには、いろいろなツール
を使用します。使用するツールは、使用している製品モジュールによって異なりま
す。
v IBM InfoSphere Information Analyzer および IBM InfoSphere Information Services
Director の場合、この手順で説明するように、IBM InfoSphere Information Server
コンソールを使用します。
v IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage の場合、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターを使用します。
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。
v IBM InfoSphere FastTrack の場合、IBM InfoSphere FastTrack コンソールを使用し
ます。 IBM InfoSphere FastTrack チュートリアルを参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールで、グループを割り当てるプロジ
ェクトを開きます。
2.

IBM InfoSphere Information Server コンソールの「概要」ナビゲーター・メニュ
ーで「プロジェクト・プロパティー」を選択します。

3. 「プロジェクト・プロパティー」ワークスペースで「グループ」タブを選択しま
す。
4. 「グループ」ペインで、「参照」をクリックし、プロジェクトにグループを追加
します。
5. 「グループの追加」ウィンドウで、プロジェクトに追加するグループを選択して
「追加」をクリックし、「OK」をクリックします。
6. 「プロジェクト・ロール」ペインで、選択したグループに割り当てるロールを選
択します。 1 つのグループに対して、プロジェクトで 1 つ以上のロールを割り
当てることができます。
7. 「すべて保存」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのセキュリ
ティー・ロールの割り当て
セキュアなプロジェクト環境を作成するために、ユーザー認証とロールをベースと
したセキュリティー・ポリシーを定義します。ユーザーの権限は、個別のロールと
グループ・ロールを合わせて導出されます。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールにおいて、ユーザーがスイート
で実行できるロールを指定できます。さらに、ユーザーがアクセス権限を持つスイ
ート・コンポーネントと、それらのスイート・コンポーネントでのユーザーのロー
ルを定義できます。
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのユーザーへのセキュリテ
ィー・ロールの割り当て:
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すべてのユーザーは、IBM InfoSphere Information Server のコンポーネントと機能に
アクセスするには、許可が必要です。 1 つのユーザーに、スイートおよびスイー
ト・コンポーネントの 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・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
ユーザーに割り当てられたロールを変更しても、そのユーザーの現行アクティブ・
セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、そのユーザーが次に
ログインしたときに初めて使用可能になります。セッション管理を使用して、ユー
ザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができます。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択
します。
3. 「ユーザー」ペインで、ユーザーを選択し「ユーザーを開く」をクリックしま
す。
注: 複数のユーザーにロールを一度に割り当てるには、「複数ユーザーへのロー
ルの追加」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、ユーザーに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、ユーザーに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに許可を保存し
ます。
次のタスク
IBM InfoSphere DataStage and IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトにも追加のユーザ
ー・ロールを割り当てる必要があります。
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのグループへのセキュリテ
ィー・ロールの割り当て:
1 つのユーザー・グループに、スイートおよびスイート・コンポーネントの 1 つ以
上のロールを割り当てることができます。
始める前に
スイート・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
グループに割り当てられたロールを変更しても、そのグループ内のユーザーの現行
アクティブ・セッションは影響を受けません。新しいロールの割り当ては、そのユ
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ーザーが次にログインしたときに初めて使用可能になります。セッション管理を使
用して、ユーザーのセッションを切断し、強制的に再度ログインさせることができ
ます。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択
します。
3. 「ユーザー」ペインで、グループを選択し、「グループを開く」をクリックしま
す。
注: 複数のグループにロールを一度に割り当てるには、「複数グループへのロー
ルの追加」をクリックします。
4. 「ロール」ペインで、グループに割り当てるスイート・ロールを選択します。
5. 「スイート・コンポーネント」ペインで、グループに割り当てる 1 つ以上のス
イート・コンポーネント・ロールを選択します。
6. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに許可を保存し
ます。
次のタスク
IBM InfoSphere DataStage や IBM InfoSphere Information Analyzer などの特定のス
イート・コンポーネントでは、クライアントまたはプロジェクトに追加のグルー
プ・ロールを割り当てる必要もあります。
ユーザーまたはグループに割り当てられたロールの表示:
ユーザーまたはグループに割り当てられるスイートおよびスイート・コンポーネン
トのロールを表示できます。アドミニストレーターがユーザーまたはグループにプ
ロジェクト・ロールを割り当てていれば、プロジェクト・ロールも表示できます。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、
v 「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択します。
v または、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」を選択します。
3. ユーザーもしくはグループを選択します。
4. 「ユーザーを開く」または「グループを開く」をクリックします。
5. 「ロール」ペインに、割り当て済みのスイート・ロール、スイート・コンポーネ
ント・ロール、またはプロジェクト・ロールのリストが表示されます。 プロジ
ェクト・ロールは、IBM InfoSphere DataStage のプロジェクトのコンテキストか
または IBM InfoSphere Information Server コンソールで割り当てられます。
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エンジンのセキュリティーの構成
IBM InfoSphere Information Server エンジンは、他の InfoSphere Information Server
コンポーネントとは別個にユーザー認証を実行します。ユーザー・レジストリー構
成に応じて、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上のローカルのオペレーティング・システ
ム・ユーザー・レジストリーとの間の証明情報をマップする必要がある場合があり
ます。
IBM InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere QualityStage、および IBM InfoSphere
Information Analyzer は、エンジンへのアクセスを必要とするので、エンジンの資格
情報を構成しておく必要があります。
InfoSphere Information Server エンジンには、エンジンにアクセスする必要のある
InfoSphere Information Server ユーザーごとに有効なユーザー証明情報が必要です。
ユーザー証明情報は、ユーザー・レジストリーに保管されます。
InfoSphere Information Server エンジンが、InfoSphere Information Server が使用する
ユーザー・レジストリーを共有できる場合は、InfoSphere Information Server および
エンジンの両方のユーザー証明情報はこのユーザー・レジストリーから取得できま
す。ユーザー・レジストリーを共有できない場合は、InfoSphere Information Server
が使用するユーザー・レジストリー内の証明情報と、エンジンがインストールされ
ているコンピューター上のローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レ
ジストリーに存在する有効なユーザー証明情報との間のマッピングを作成する必要
があります。
サービス層とエンジン層が同じコンピューターにインストールされている場合、こ
れらはローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを共有で
きます。別個のコンピューターにインストールされている場合は、Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) や Windows Active Directory ユーザー・レジスト
リーなどの、外部ユーザー・レジストリーを共有できます。サービス層とエンジン
は、InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを共有できません。
複数の InfoSphere Information Server エンジンがあるインストール済み環境の場合
は、InfoSphere Information Server エンジンごとに認証方式を選択します。
証明情報マッピングの概要
IBM InfoSphere Information Server と InfoSphere Information Server エンジ
ンがユーザー・レジストリーを共有しない場合は、 InfoSphere Information
Server が使用するユーザー・レジストリー内の証明情報と、エンジン層コン
ピューター上のローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジス
トリーに存在するユーザー証明情報とのマッピングを作成する必要がありま
す。
共有ユーザー・レジストリーを構成したら、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール を使用して InfoSphere Information Server に新規構
成を指示します。
証明情報をマップするには、このタスクを実行します。
ユーザー・レジストリーを共有、または証明情報マッピングを定義したら、
IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage へのアクセ
ス権限をユーザーに付与する必要があります。
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共有ユーザー・レジストリーの概要
外部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere Information Server
を構成すると、InfoSphere Information Server と InfoSphere Information Server エン
ジンとの間でユーザー・レジストリーを共有できる場合があります。
ユーザー・レジストリーを共有すると、IBM WebSphere Application
Server、InfoSphere Information Server、および InfoSphere Information Server エンジ
ンが、同じユーザー名、パスワード、およびグループ定義にアクセスできるように
なります。ユーザー・レジストリーを共有すると、エンジンに対する認証は、
InfoSphere Information Server での認証にユーザーが使用するのと同じ証明情報 (ユ
ーザー ID とパスワード) を使用して、プロンプトを出さずに行われます。このモ
ードでは、証明情報マッピングは必要ありません。
ユーザー・レジストリーは、次のどのシナリオでも共有できます。
v サービス層とエンジン層が同じコンピューターにインストールされていて、ロー
カルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するように
InfoSphere Information Server が構成されている。この場合にはローカルのオペレ
ーティング・システム・ユーザー・レジストリーを共有できます。
注: ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーの共有
は、WebSphere Application Server クラスタリングが含まれているインストール済
み環境ではサポートされません。
v

v

v

Linux

UNIX

サービス層とエンジン層は別個のコンピューターにインスト
ールされているが、両方とも認証に同じ Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP) ユーザー・レジストリーを使用する。このシナリオでは、エンジン層コ
ンピューターに Pluggable Authentication Module (PAM) を構成する必要がありま
す。
Windows

サービス層とエンジン層は別個のコンピューターにインストールされ
ているが、両方とも認証に同じ Microsoft Windows Active Directory ユーザー・
レジストリー (これは LDAP ユーザー・レジストリーです) を使用する。
Windows

サービス層とエンジン層は別個のコンピューターにインストールされ
ているが、コンピューターは同一ドメイン内に存在する。この構成ではパフォー
マンスの問題が発生する可能性があり、お勧めしません。
注: この構成は、WebSphere Application Server クラスタリングが含まれているイ
ンストール済み環境ではサポートされません。

エンジン層とサービス層がユーザー・レジストリーを共有できない場合は、
InfoSphere Information Server が使用しているユーザー・レジストリー内の証明情報
と、エンジンがインストールされているコンピューター上のローカルのオペレーテ
ィング・システム・ユーザー・レジストリーに存在する有効なユーザー証明情報と
の間のマッピングを作成する必要があります。
エンジン層は、InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用で
きません。内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information
Server が構成されている場合は、証明情報マッピングを構成する必要があります。
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次の図に、サービス層とエンジン層が同じコンピューターにインストールされてい
る構成を示します。これらは両方ともローカルのオペレーティング・システム・ユ
ーザー・レジストリーを共有します。特に、InfoSphere Information Server エンジン
は、ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用する
ように構成されています。InfoSphere Information Server は、WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリーを使用して、同じオペレーティング・システム・ユ
ーザー・レジストリーにアクセスするように構成されています。

IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービス、エンジン、およびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere
Information Server
ユーザー・レジストリー
セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information
Server エンジン

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

図 20. 共有されたローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するアーキテクチャーの例

次の図に、サービス層とエンジン層が別個の UNIX コンピューターにインストール
されている構成を示します。これらは両方とも共通 LDAP ユーザー・レジストリー
を共有します。特に、InfoSphere Information Server エンジンは、LDAP ユーザー・
レジストリーを使用するように構成されています。InfoSphere Information Server
は、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーを使用して、LDAP ユー
ザー・レジストリーにアクセスするように構成されています。エンジンと LDAP ユ
ーザー・レジストリーとの間のインターフェースを使用できるように、エンジン層
コンピューターに Pluggable Authentication Module (PAM) が構成されています。
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IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

エンジンコンピューター

IBM InfoSphere Information
Server エンジン

Pluggable Authentication
Module (PAM)

サービスおよびメタデータ・リポジトリーコンピューター
WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere Information Server
ユーザー・レジストリー

ユーザー・レジストリー
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ユーザー
パスワード
グループ

セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


図 21. 共有 LDAP ユーザー・レジストリーを使用するアーキテクチャーの例
Windows

ユーザー・レジストリーを共有した後でも、エンジン層のオペレーティ
ング・システム・ユーザーには、必要な許可を付与する必要があります。 許可とグ
ループの構成 を参照してください。

証明情報マッピングの概要
IBM InfoSphere Information Server と InfoSphere Information Server エンジンがユー
ザー・レジストリーを共有しない場合は、 InfoSphere Information Server が使用す
るユーザー・レジストリー内の資格情報と、エンジン層コンピューター上のローカ
ルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーに存在するユーザー資
格情報とのマッピングを作成する必要があります。
以下のシナリオでは、証明情報のマッピングを使用する必要があります。
v InfoSphere Information Server は、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。InfoSphere Information Server エンジンは、内部ユーザー・レジ
ストリーを使用できません。
v

v
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Linux

UNIX

サービス層とエンジン層が、別個のコンピューターにインス
トールされている。これらはユーザー・レジストリーを共有しません。
Windows

サービス層とエンジン層が、別個のコンピューターにインストールさ
れている。コンピューターは、同一ドメインにありません。

証明情報マッピングは、内部ユーザー・レジストリーと一緒にメタデータ・リポジ
トリーに保管されます。パスワードはセキュリティー強化のために高度に暗号化さ
れます。
個別のユーザー・マッピングを作成できるため、InfoSphere Information Server ユー
ザーはそれぞれ正確に 1 エンジン・ユーザーと関連付けられます。また、デフォル
トのユーザー・マッピングを作成することもできるため、個別の証明情報マッピン
グを持っていない InfoSphere Information Server ユーザーはすべて、共有ユーザー
名を使用してエンジンにアクセスできるようになります。
次の図では、サービス層とエンジン層が同じコンピューターにインストールされて
います。しかし、InfoSphere Information Server は、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ます。エンジン層コンピューターはこのユーザー・レ
ジストリーを使用できないため、証明情報のマッピングは、内部ユーザー・レジス
トリーとローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーとの間
で構成されています。

IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

サービス、エンジン、およびメタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

 !
マッピング
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Server ユーザー・レジストリー

IBM InfoSphere Information Server
ユーザー・レジストリー
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ユーザー
ユーザー
パスワード
メール・アドレス
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Server エンジン

ローカルのオペレーティング・
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ユーザー
パスワード
グループ

図 22. 内部ユーザー・レジストリーを使用するアーキテクチャーの例。証明情報のマッピングが構成されています。

次の図では、サービス層とエンジン層は別個のコンピューターにインストールされ
ています。InfoSphere Information Server は、ローカルのオペレーティング・システ
ム・ユーザー・レジストリーを使用するように構成されています。エンジン層コン
ピューターはこのユーザー・レジストリーを共有できないため、証明情報のマッピ
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ングは、サービス層コンピューター上のローカルのオペレーティング・システム・
ユーザー・レジストリーと、エンジン層コンピューター上のローカルのオペレーテ
ィング・システム・ユーザー・レジストリーとの間で構成されています。

IBM Information Server クライアント

コンソール、Web コンソール、InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター、
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター

エンジンコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server エンジン

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

サービス、メタデータ・リポジトリーコンピューター
IBM InfoSphere Information
Server ディレクトリー・サービス

メタデータ・
リポジトリー

IBM InfoSphere
Information Server
ユーザー・レジストリー
セキュリティー・ロール
ユーザー
メール・アドレス


WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー

ローカルのオペレーティング・
システム・ユーザー・レジストリー
ユーザー
パスワード
グループ

 !
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図 23. 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が別個のアーキテクチャーの例。証明情報のマッピング
が構成されています。

ユーザー・レジストリーを共有することを InfoSphere Information
Server に指示
共有ユーザー・レジストリーを構成したら、IBM InfoSphere Information Server Web
コンソール を使用して InfoSphere Information Server に新規構成を指示します。

始める前に
v スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
v 共有しているユーザー・レジストリーがサービス層とエンジン層の両方で同じで
あることと、証明情報マッピングが必要でないことを確認する必要があります。

手順
1. InfoSphere Information Server Web コンソールで、「管理」タブをクリックしま
す。
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2. 「ナビゲーション」ペインで、「ドメイン管理」 > 「エンジン証明情報」を選
択します。
3. InfoSphere Information Server と同じユーザー・レジストリーを使用するように
構成した InfoSphere Information Server エンジンを選択します。
4. 「構成を開く」をクリックします。
5. 「構成」ペインで、「ユーザー・レジストリーを InfoSphere Information
Server とそのエンジンとの間で共有する」を選択します。
6. 「保存して閉じる」をクリックします。

次のタスク
ユーザー・アクセス権限を IBM InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere
QualityStage に付与します。ユーザー・レジストリーは共有されることを InfoSphere
Information Server に指示すると、すべての証明情報マッピング・メニューは使用不
可になり、追加のマッピングを定義する必要はありません。InfoSphere Information
Server へのログインに使用されるものと同じユーザー名とパスワードが、エンジン
でのデータ統合ジョブの実行に使用されます。

証明情報マッピング
証明情報をマップするには、このタスクを実行します。
アドミニストレーターは、ユーザーのグループについての証明情報マッピングを実
行することができます。あるいは、ユーザーがそれ自身の証明情報をマップできま
す。次の表に、さまざまなタイプのユーザーが実行できる証明情報マッピング関連
タスクを示します。
表 8. さまざまなユーザー・タイプに関する証明情報マッピング関連タスク
ユーザー・タイプ

許可された証明情報マッピング関連タスク

InfoSphere Information Server スイート・アド
ミニストレーター、IBM InfoSphere
DataStage アドミニストレーター、および
IBM InfoSphere QualityStage アドミニストレ
ーター

このユーザーは、InfoSphere Information
Server エンジンに接続しようとするが、特定
の証明情報マッピングが定義されていないす
べてのユーザーが使用する、デフォルトのエ
ンジン層オペレーティング・システム証明情
報を定義できます。
これらのアドミニストレーターは、個別の
InfoSphere Information Server ユーザーごと
に、InfoSphere Information Server ユーザー証
明情報にマップする特定のエンジン層オペレ
ーティング・システム証明情報を定義するこ
とができます。

InfoSphere DataStage および InfoSphere
QualityStage ユーザー

このユーザーは、Web コンソールで、独自の
証明情報マッピングを定義できます。このユ
ーザーが定義できるのは、そのユーザー名に
ついての証明情報のみです。

デフォルト証明情報の定義:
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スイートのデフォルトのユーザー名とパスワードを定義して、各ユーザーのエンジ
ン層オペレーティング・システムのユーザー証明情報にマップすることができま
す。
始める前に
スイート・アドミニストレーター権限、または IBM InfoSphere DataStage および
IBM InfoSphere QualityStage 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
デフォルトの証明情報は、固有の証明情報マッピングのないすべてのユーザーに使
用されます。マップされた証明情報がないユーザーにサーバー・アクセスをさせな
い場合は、デフォルト・マッピング証明情報を追加しないでください。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーター」ペインで、「ドメイン管理」 > 「エンジン証明情報」を選択
します。
3. デフォルト証明情報を指定する対象の InfoSphere Information Server エンジンを
選択します。
4. 「構成を開く」をクリックします。
5. 「ユーザー名」フィールドに、特定のマッピングが定義されていない すべての
InfoSphere Information Server ユーザーが使用するユーザー名を入力します。
6. 「パスワード」フィールドに、対応するパスワードを入力します。 指定するユ
ーザー名およびパスワードは、エンジン層コンポーネントがインストールされて
いるオペレーティング・システムで有効なユーザー名およびパスワードでなけれ
ばなりません。
7. パスワードを確認します。
8. 「保存して閉じる」をクリックします。
証明情報の構成:
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーとして、自分のユーザ
ー・アカウントの証明情報をマップすることができます。
手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ドメイン管理」 > 「エンジン証明情報」を選
択します。
3. 構成する InfoSphere Information Serverエンジンを選択します。
4. 「証明情報を開く」をクリックします。
5. IBM InfoSphere Information Server エンジンへの接続に使用するユーザー名とパ
スワードを入力します。指定するユーザー名およびパスワードは、エンジン層コ
ンポーネントがインストールされているオペレーティング・システムで有効なユ
ーザー名およびパスワードでなければなりません。
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6. 「保存して閉じる」をクリックします。
ユーザー証明情報のマッピング:
1 つ以上のユーザー証明情報をエンジン層のオペレーティング・システムのユーザ
ー証明情報にマップすることができます。
このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーを使用する場合、 IBM
InfoSphere DataStage と IBM InfoSphere QualityStage クライアントを使用する前に
証明情報マッピングを作成する必要があります。このタスクを開始する前に Web
コンソールでユーザーとグループを作成してください。
スイート・ユーザーは、独自の証明情報マッピングを構成することができます。
手順
1. アドミニストレーターの証明情報を使用して、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール にログインします。
2. 「管理」タブで、「ドメイン管理」セクションを展開し、「エンジン証明情
報」をクリックします。
3. ユーザー証明情報をマップする対象の InfoSphere Information Server エンジン
を選択します。
4. 「ユーザー証明情報を開く」をクリックします。
5. 「参照」をクリックしてスイート・ユーザーを検索します。
6. 追加検索条件を指定し、「フィルター」をクリックしてユーザーのリストを表
示します。
7. 検索結果から、エンジン層オペレーティング・システムのローカル証明情報に
マップするスイート・ユーザーを選択し、「OK」をクリックします。
8. 「ユーザー証明情報のマップ」ペインで、証明情報にマップする 1 人以上のユ
ーザーを選択します。 ある複数スイート・ユーザーを 1 人のユーザーにマッ
プし、また別の複数スイート・ユーザーを異なるユーザーにマップする場合
は、ユーザーのサブセットを選択して続行します。
9. 「ユーザー証明情報の割り当て」ペインで、ローカル・オペレーティング・シ
ステムのユーザー証明情報を指定します。指定するユーザー名およびパスワー
ドは、エンジン層コンポーネントがインストールされているオペレーティン
グ・システムで有効なユーザー名およびパスワードでなければなりません。ユ
ーザーが構成済みの証明情報マッピングを保持する場合は、「証明情報を持た
ないユーザーにのみ適用」チェック・ボックスを選択します。
10. 「適用」をクリックします。
11. 追加のスイート・ユーザーの証明情報をマップするには、以下のいずれかを実
行します。
v 「ユーザー証明情報のマップ」ペインに表示されている追加のユーザーにつ
いて、ステップ 8 から 10 を繰り返して証明情報をマップします。
v ステップ 5 から 10 を繰り返して、ユーザーの新規フィルター済みリストか
らユーザーを選択して証明情報をマップします。
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次のタスク
証明情報をマップすると、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ユーザーまた
はアドミニストレーター・セキュリティー・ロールを割り当てられているスイー
ト・ユーザーまたはグループが、InfoSphere DataStage and QualityStage クライアン
トにログインできるようになります。

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ユーザーへのアクセ
ス権限の付与
ユーザー・レジストリーを共有、または証明情報マッピングを定義したら、IBM
InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage へのアクセス権限をユー
ザーに付与する必要があります。

手順
1. オペレーティング・システム・ユーザーが、InfoSphere DataStage、InfoSphere
QualityStage、および関連ファイルに対する適切なファイル・アクセス許可を持っ
ていることを確認します。
2. 必須のスイートおよびスイート・コンポーネントのロールを Web コンソールの
ユーザーに付与します。
a. 管理特権を持つロールを使用して、IBM InfoSphere Information Server Web
コンソールにログインします。
b. 「管理」タブを選択します。
c. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選
択します。
d. アクセス権限を付与するユーザーを選択して、「ユーザーを開く」をクリッ
クします。
e. 「ロール」ペインで、ユーザーに以下のロールを割り当てます。
スイート・ユーザー
どのスイート・コンポーネントにもログインするために、すべてのユ
ーザーに必要です。
DataStage and QualityStage ユーザー
どの InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage 製品モジュ
ールにもログインするために、すべてのユーザーに必要です。
DataStage and QualityStage アドミニストレーター
オプション。InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage の
すべてのプロジェクトと管理機能に対する全アクセス権限を付与しま
す。
3. DataStage and QualityStage アドミニストレーター権限を付与していない場合は、
プロジェクト・レベルのロールをユーザーに付与するには、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアントを使用する必要
があります。ユーザーには DataStage and QualityStage ユーザー・ロールのみが
あり、特定のプロジェクト・ロールがない場合、そのユーザーは InfoSphere
DataStage クライアントにログインできません。
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非 root 管理用の WebSphere Application Server の構成
(Linux、UNIX)
デフォルトでは、IBM WebSphere Application Server は root として実行されます。
しかし、非 root ユーザー ID で実行することもできます。以下に、非 root ユーザ
ー ID として実行するために、WebSphere Application Server を構成して適切なファ
イル・システム許可を設定するのに必要な手順を説明します。
特定のインストールで許可を変更する可能性があるため、すべてのアドオン・コン
ポーネント、フィックスパック、またはパッチをサービス層にインストールした後
に、インストール後ステップ ( 105 ページの『インストール後コマンドを実行して
非 root 管理を使用可能にする (Linux、UNIX)』 に進む) を再実行する必要がある
場合があります。
制約事項
v ユーザー・レジストリーとしてローカル・オペレーティング・システムを使用し
ている場合、WebSphere Application Server は root として実行する必要がありま
す。WebSphere Application Server はこの場合には、証明情報の確認のために必要
なシステム許可のために、root として実行する必要があります。
v WebSphere Application Server は、パッチ、フィックスパック、およびアップグレ
ードをインストールする場合は、root として実行する必要があります。インスト
ール・プログラムまたは Update Installer を実行する場合、root として実行する
には、まず WebSphere Application Server を再始動します。インストール・プロ
セスの実行を準備するときに、WebSphere Application Server が非 root ユーザー
として実行されている場合は、その非 root ユーザーとしてログインしている間
に、まず WebSphere Application Server を停止する必要がある場合があります。
その後 root としてログインし、WebSphere Application Server を root として開始
してから、インストール・プログラムまたは Update Installer を開始できます。
v WebSphere Application Server を開始および停止するタスクは、1 つの非 root ユ
ーザーに対してのみ指定されている必要があります。
WebSphere Application Server を開始するユーザーは、WebSphere Application
Server を停止するユーザーと同じでなければなりません。したがって、インスト
ールの準備として、WebSphere が既に非 root ユーザーとして実行するように構
成されていて、その非 root ユーザーによって開始された後に、まず、構成済み非
root ユーザーとしてログインしている間に WebSphere Application Server を停止
する必要があります。WebSphere Application Server が停止したら、root としてロ
グインし、WebSphere Application Server を再始動してから InfoSphere Information
Server のインストールを開始します。
v WebSphere Application Server の管理に dsadm ユーザーを割り当てることは避け
てください。dsadm ユーザーを使用して WebSphere Application Server を管理す
ると、InfoSphere Information Server 環境設定の上書きの問題が発生することがあ
ります。WebSphere の実行のために選択した非 root ユーザーのソースは dsenv
であってはなりません。
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WebSphere Application Server 用の新規の非 root ユーザーのセ
ットアップ (Linux、UNIX)
IBM InfoSphere Information Server をインストール済みの場合は、WebSphere
Application Server プロセスを管理できるユーザーを作成できます。以下の手順は、
一度実行する必要があるのみです。

始める前に
103 ページの『非 root 管理用の WebSphere Application Server の構成
(Linux、UNIX)』 にある制約事項を必ずお読みください。
重要: 以下のタスクを始める前に、システムをバックアップして、必要であれば、
そのバックアップを使用してオリジナルの状態に復元できるようにしてください。
219 ページの『第 12 章 IBM InfoSphere Information Server のバックアップおよび
リストア』を参照してください。

このタスクについて
この説明の一般的な目的は、WebSphere Application Server および InfoSphere
Information Server 下の一部のファイルの所有権を新規の非 root ユーザーに転送す
ることです。この時点で、新規ユーザーは WebSphere Application Server プロセス
の管理を引き継ぐことができます。この一回限りのセットアップ・タスクでは、ユ
ーザーを作成するための手順を説明します。インストール後手順で、すべてのイン
ストール・アクションの後に実行する必要のあるステップを説明します。
この手順では、新規の非 root ユーザーとして wasadmin を使用します。しかし、こ
れはユーザー名の例にすぎません。任意のユーザー名や既存のユーザーを使用する
ことができます。
root アクセス権限を持つシステム管理者でなければなりません。

手順
1. 次のコマンドを実行して、wasadmin ユーザーを作成します。
useradd -m -d /home/wasadmin wasadmin

注: 既存のユーザーを使用する場合は、wasadmin のインスタンスを選択したユ
ーザー名で置換します。
2. このユーザーの umask を、umask 0022 と入力して 0022 に設定します。

次のタスク
スタンドアロン環境かまたはクラスター環境のインストール後タスクに進んで、非
root ユーザー用の設定を InfoSphere Information Server に構成します: 105 ページの
『(スタンドアロン環境) インストール後コマンドを実行して非 root 管理を有効にす
る (Linux、UNIX)』 または 107 ページの『(クラスター環境) インストール後コマ
ンドを実行して非 root 管理を有効にする (Linux、UNIX)』
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インストール後コマンドを実行して非 root 管理を使用可能にする
(Linux、UNIX)
IBM InfoSphere Information Server のインストールまたはコンポーネント、パッチ、
またはフィックスパックの追加後に、このコマンドを実行して非 root 管理を使用可
能にします。この手順は、IBM WebSphere Application Server がクラスター構成か
またはスタンドアロン構成でセットアップされているかどうかによって異なりま
す。
(スタンドアロン環境) インストール後コマンドを実行して非 root 管理を有効にす
る (Linux、UNIX):
このタスクは、IBM WebSphere Application Server がスタンドアロン構成でセット
アップされる IBM InfoSphere Information Server をインストールしたら常に実行す
る必要があります。また、このタスクは、この構成でいずれかの新規のアドオン・
コンポーネント、パッチ、またはフィックスパックをインストールした後で実行す
る必要もあります InfoSphere Information Server エンジンまたはクライアントのパ
ッチをインストールする場合、以下の説明は当てはまりません。
始める前に
v インストールするパッチまたはアドオン InfoSphere Information Server 製品が複
数ある場合は、以下の手順を開始する前に、すべてのパッチおよびアドオン製品
をインストールします。インストール・プログラムまたは Update Installer を実行
する場合は、まず IBM WebSphere Application Server を再始動して root で実行
していることを確認します。WebSphere Application Server が非 root 管理用に以
前に構成されていて、非 root ユーザーとして実行している場合は、その非 root
ユーザーとしてログインしている間に、まず WebSphere Application Server を停
止する必要がある場合があります。その後 root としてログインし、WebSphere
Application Server を root として開始してから、インストールを開始できます。
v すべての InfoSphere Information Server プロセス (WebSphere Application Server、
サーバー・エンジン、JobMonApp、ロギング、および ASB エージェントを含む)
を停止します。 237 ページの『サービスのシャットダウン (Linux、UNIX)』 を参
照してください。
– アプリケーションを停止するには、アプリケーションを開始したユーザーとし
てログインしている必要があります。
– WebSphere Application Server が既に非 root ユーザーとして実行されている場
合、WebSphere Application Server を停止するには、その非 root ユーザーでロ
グインする必要があります。
– ASB エージェントおよびロギング・エージェントが root として開始されてい
る場合、エージェントを停止するには root としてログインする必要がありま
す。
このタスクについて
v この手順は、スタンドアロン (非クラスター) 環境にのみ当てはまります。クラス
ター構成がある場合は、 107 ページの『(クラスター環境) インストール後コマン
ドを実行して非 root 管理を有効にする (Linux、UNIX)』を参照してください。
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v 非 root ユーザー名である wasadmin は、ドキュメント全体で使用されているサン
プルです。別の非 root ユーザー名がある場合は、代わりにそれを使用して、実行
するコマンド内のすべての wasadmin インスタンスを置換します。
手順
1. コマンドを実行して一時ディレクトリーから *.jar および *.lck ファイルを削除
します。
注: オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリー (tmp) は、/tmp か
/var/tmp のいずれかです。これに従って、以下のファイル・パスを変更しま
す。
注: あるいは、これらのファイルをバックアップ・ディレクトリーに移動するこ
とができます。サード・パーティー・アプリケーションでは、この一時ディレク
トリー内の .jar または .lck ファイルに従属している場合があり、このファイル
を後で復元する必要がある場合があります。
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. WB_vrdata または BG_vrdata が一時ディレクトリーに存在する場合は、以下の
コマンドを実行します。
注: OS 定義の一時ディレクトリー (tmp) は、/tmp か /var/tmp のいずれかで
す。これに従って、以下のファイル・パスを変更します。
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata

3. wasadmin は、レポート作成ワークスペース・ディレクトリー以下に割り当てら
れた、rwx 権限を持つグループのメンバーであるか、または wasadmin を、レポ
ート作成ワークスペース・ディレクトリー以下のオーナーとして設定する必要が
あります。
注: 技術情報http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg21317914に
説明されているレポート作成ワークスペース・ディレクトリーを再配置した場合
は、適切な許可をそのディレクトリーに割り当てます。
次のコマンドを実行して、wasadmin を、レポート作成ワークスペース・ディレ
クトリーのオーナーとして設定します。
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

注: 一時ディレクトリー tmp は、オペレーティング・システムでの定義によっ
て、/tmp か /var/tmp のいずれかです。
注: 次の技術情報に説明されている IBM InfoSphere Business Glossary または
IBM InfoSphere Metadata Workbench が使用する一時ディレクトリーを再配置す
るようにシステムが構成されていた場合は、次の技術情報の指示に従って、
WB__vrdata および BG__vrdata ディレクトリーに適切な許可を確実に割り当て
ます: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637。
4. 次のコマンドを実行して、wasadmin を、WebSphere Application Server の
InfoSphere Information Server プロファイルのオーナーとして設定します。
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin InfoSphere
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注: ここで、WAS_installation_path は WebSphere Application Server がインスト
ールされている場所のパスです。デフォルトのインストール・パスは
/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。InfoSphere は、WebSphere Application
Server 下にインストールされている InfoSphere Information Server プロファイル
のデフォルト名です。 InfoSphere Information Server を InfoSphere 以外の名前
のプロファイルにインストールする場合は、代わりにそのプロファイル名を使用
します。
5. WebSphere Application Server プロセスを wasadmin として開始して、すべての
InfoSphere Information Server プロセスを開始します。 243 ページの『サービス
の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
重要: InfoSphere Information Server プロセスを再実行すると、LoggingAgent と
ASBAgent は root として開始されます。これらのエージェントを非 root ユーザ
ーとして構成するには、次の手順を実行する必要があります: 111 ページの
『IBM InfoSphere Information Server ノード・エージェントを非 root ユーザー
として開始』。
エージェントがこれまで root によって開始されていて、以後は非 root ユーザー
によって開始される場合は、IS_installation_path/ASBNode フォルダーおよび
IS_installation_path/ASBNode/bin フォルダーに存在する *.out や *.err フ
ァイルなどのプロセス出力ファイルを削除して、エージェント・プロセスの新規
オーナーがこれらの出力ファイルを再生成できるようにする必要があります。こ
れは、エージェントが非 root ユーザーとして実行するようにも構成されてい
て、インストール時に root として再実行された場合に、インストール・プロセ
スで発生していた可能性があります。
次のタスク
これで、システム再始動時に非 root ユーザーとして開始するように WebSphere
Application Server を構成できます。 110 ページの『システム再始動時に非 root ユ
ーザーとして開始するように WebSphere Application Server を構成する
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
(クラスター環境) インストール後コマンドを実行して非 root 管理を有効にする
(Linux、UNIX):
このタスクは、IBM InfoSphere Information Server をインストールしたら常に、また
いずれかの新規のアドオン・コンポーネント、パッチ、またはフィックスパックを
インストールした後で実行する必要があります。InfoSphere Information Server エン
ジンまたはクライアントのパッチをインストールする場合、以下の説明は当てはま
りません。
始める前に
v インストールするパッチまたはアドオン InfoSphere Information Server 製品が複
数ある場合は、以下の手順を開始する前に、すべてのパッチおよびアドオン製品
をインストールします。インストール・プログラムまたは Update Installer を実行
する場合は、まずすべての IBM WebSphere Application Server プロセスを再実行
して root で実行していることを確認します。WebSphere Application Server が非
root 管理用に以前に構成されていて、非 root ユーザーとして実行している場合
は、その非 root ユーザーとしてログインしている間に、まずすべての
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WebSphere Application Server プロセスを停止する必要がある場合があります。そ
の後 root としてログインし、WebSphere Application Server プロセスを root とし
て開始してから、インストールを開始できます。
v すべての InfoSphere Information Server プロセス (WebSphere Application Server、
サーバー・エンジン、JobMonApp、ロギング、および ASB エージェントを含む)
を停止します。 237 ページの『サービスのシャットダウン (Linux、UNIX)』 を参
照してください。
– アプリケーションを停止するには、アプリケーションを開始したユーザーとし
てログインしている必要があります。
– WebSphere Application Server が既に非 root ユーザーとして実行されている場
合、WebSphere Application Server を停止するには、その非 root ユーザーでロ
グインする必要があります。
– ASB エージェントおよびロギング・エージェントが root として開始されてい
る場合、エージェントを停止するには root としてログインする必要がありま
す。
このタスクについて
v この手順は、クラスター環境にのみ当てはまります。スタンドアロン (非クラス
ター) 構成がある場合は、 105 ページの『(スタンドアロン環境) インストール後
コマンドを実行して非 root 管理を有効にする (Linux、UNIX)』を参照してくださ
い。
v 非 root ユーザー名である wasadmin は、ドキュメント全体で使用されているサン
プルです。別の非 root ユーザー名がある場合は、代わりにそれを使用して、実行
するコマンド内のすべての wasadmin インスタンスを置換します。
v この手順は、IBM WebSphere Application Server Network Deployment がインスト
ールされているすべてのシステムで繰り返す必要があります。これには、デプロ
イメント・マネージャーのホスト・コンピューター、およびさまざまな管理対象
ノードのホスト・コンピューターを含みます。
手順
1. コマンドを実行して一時ディレクトリーから *.jar および *.lck ファイルを削除
します。
注: オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリー (tmp) は、/tmp か
/var/tmp のいずれかです。これに従って、以下のファイル・パスを変更しま
す。
注: あるいは、これらのファイルをバックアップ・ディレクトリーに移動するこ
とができます。サード・パーティー・アプリケーションでは、この一時ディレク
トリー内の .jar または .lck ファイルに従属している場合があり、このファイル
を後で復元する必要がある場合があります。
rm /tmp/*.jar
rm /tmp/*.lck

2. WB_vrdata または BG_vrdata が一時ディレクトリーに存在する場合は、以下の
コマンドを実行します。
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注: オペレーティング・システム定義の一時ディレクトリー (tmp) は、/tmp か
/var/tmp のいずれかです。これに従って、以下のファイル・パスを変更しま
す。
rm –rf /tmp/WB__vrdata
rm –rf /tmp/BG__vrdata

3. wasadmin は、レポート作成ワークスペース・ディレクトリー以下に割り当てら
れた、rwx 権限を持つグループのメンバーであるか、または wasadmin を、レポ
ート作成ワークスペース・ディレクトリー以下のオーナーとして設定する必要が
あります。
注: 技術情報http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg21317914に
説明されているレポート作成ワークスペース・ディレクトリーを再配置した場合
は、適切な許可をそのディレクトリーに割り当てます。
次のコマンドを実行して、非 root ユーザーを、レポート作成ワークスペース・
ディレクトリーのオーナーとして設定します。
cd /tmp
chown -R wasadmin informationServer

注: 一時ディレクトリー tmp は、オペレーティング・システムでの定義によっ
て、/tmp か /var/tmp のいずれかです。
注: 次の技術情報に説明されている IBM InfoSphere Business Glossary または
IBM InfoSphere Metadata Workbench が使用する一時ディレクトリーを再配置す
るようにシステムが構成されていた場合は、次の技術情報の指示に従って、
WB__vrdata および BG__vrdata ディレクトリーに適切な許可を確実に割り当て
ます: http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3291&uid=swg21413637。
4. wasadmin 所有権を、InfoSphere Information Server クラスターに関係しているす
べての WebSphere Application Server プロファイルに割り当てます。
注: さまざまなマシンに、複数の WebSphere Application Server プロファイルが
存在する可能性があります。
a. クラスター内のプロファイルごとに、次のコマンドを実行して所有権を非
root ユーザーに変更します。
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin Custom01

WAS_installation_path は、WebSphere Application Server がインストールされ
ている場所のパスです。デフォルトのインストール・パスは
/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。Custom01 は、WebSphere Application
Server 下にインストールされている InfoSphere Information Server プロファ
イルのデフォルト名です。 InfoSphere Information Server を Custom01 以外
の名前のプロファイルにインストールする場合は、代わりにそのプロファイ
ル名を使用します。
カスタム・プロファイルごとに、このステップを繰り返します。(カスタム・
プロファイルは、管理対象ノードのホストである WebSphere Application
Server プロファイルです。)
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b. コマンドを実行して、Deployment Manager プロファイルの非 root ユーザー
に所有権を割り当てます。この例では、プロファイル名は Dmgr01 ですが、
別の名前を指定できます。
cd WAS_installation_path/profiles
chown -R wasadmin Dmgr01

WAS_installation_path は、WebSphere Application Server がインストールされ
ている場所のパスです。デフォルトのインストール・パスは
/opt/IBM/WebSphere/AppServer です。Dmgr01 は、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のプロファイル名です。
5. すべての WebSphere Application Server プロセスを wasadmin ユーザーとして開
始して、すべての InfoSphere Information Server プロセスを開始します。 243 ペ
ージの『サービスの開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
重要: InfoSphere Information Server プロセスを再実行すると、LoggingAgent と
ASBAgent は root として開始されます。これらのエージェントを非 root ユーザ
ーとして構成するには、 111 ページの『IBM InfoSphere Information Server ノー
ド・エージェントを非 root ユーザーとして開始』の手順に従う必要がありま
す。
エージェントがこれまで root によって起動されていて、以後は非 root ユーザー
によって開始される場合は、IS_installation_path/ASBNode フォルダーおよび
IS_installation_path/ASBNode/bin フォルダーに存在する *.out や *.err フ
ァイルなどのプロセス出力ファイルを削除して、エージェント・プロセスの新規
オーナーがこれらの出力ファイルを再生成できるようにする必要があります。こ
の状態は、エージェントが非 root ユーザーとして実行するようにも構成されて
いて、インストール時に root として再実行された場合に、インストール・プロ
セスで発生していた可能性があります。

システム再始動時に非 root ユーザーとして開始するように
WebSphere Application Server を構成する (Linux、UNIX)
システム再始動時に非 root ユーザーとして開始するように IBM WebSphere
Application Server を構成することができます。このように WebSphere Application
Server をセットアップするには、ISFServer ファイルを見つけて内容を変更しま
す。

このタスクについて
このタスクは、構成後手順を初めて実行した後で実行します。以下の手順を実行後
は、新規のインストール・アクティビティー後にこの手順を繰り返す必要はありま
せん。
注: このタスクは、スタンドアロン (非クラスター化) インストール済み環境のみに
当てはまります。

手順
1. 変更する必要のある ISFServer ファイルを検索します。
v HP-UX オペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを使用します。
cd /sbin
find . -name *ISFServer*

110

管理ガイド

v 他のすべてのオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを使用しま
す。
cd /etc
find . -name *ISFServer*

これにより、名前にさまざまな接頭部が付いた複数のファイルが返されることが
あります。一部のファイルは他のファイルにリンクしていて、オリジナル・ファ
イルに行った変更が反映され、検出された各ファイルを編集する必要がない場合
があります。WebSphere Application Server の複数のインスタンスがインストー
ルされている場合は、WebSphere Application Server インスタンスごとに固有の
ファイルがある場合があります。変更する必要のあるファイルは、非 root とし
て開始するように構成した WebSphere Application Server のインスタンスを参照
するファイルのみです。
2. 変更するファイルを識別します。
3. このファイルの内容を変更して保存します。
注: このステップでは、InfoSphere Information Server は、デフォルトのインスト
ール・パス /opt/IBM/InformationServer にインストールされていると想定して
います。実際のインストール・パスは異なることがあります。
次の内容を変更します。
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/MetadataServer.sh" "$@"

これを、以下のように変更します。
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - wasadmin -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/MetadataServer.sh $*"

注: MetadataServer.sh ファイルの場所は異なる場合があり、IBM InfoSphere
Information Server インストール・ディレクトリーの場所を反映する必要があり
ます。

IBM InfoSphere Information Server ノード・エージェントを非
root ユーザーとして開始
ノード・エージェント (主に、ASB エージェントおよびロギング・エージェント)
は、IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ユーザーとして開始できま
す。この手順は、InfoSphere Information Server のインストール済み環境の作成後に
行います。追加の製品モジュールまたはフィックスパックの追加後に、この手順を
繰り返します。

始める前に
以下の手順を実行する前に、システムをバックアップして、必要であればオリジナ
ルの状態に復元できるようにしてください。「 219 ページの『第 12 章 IBM
InfoSphere Information Server のバックアップおよびリストア』」を参照してくださ
い。
第 6 章 セキュリティーの管理

111

このタスクについて
以下の手順は、すべてのエンジン層コンピューターで実行します。root アクセス権
限を持つシステム管理者でなければなりません。
この手順の説明では、デフォルトの InfoSphere Information Server のインストール
場所を使用します。使用するパスは、異なる場所に InfoSphere Information Server
をインストールしている場合は異なります。
次のディレクトリーは、デフォルトの InfoSphere Information Server のインストー
ル場所です: /opt/IBM/InformationServer

手順
1. 追加の製品モジュールまたはフィックスパックを既存の InfoSphere Information
Server インストール済み環境に追加済みの場合は、ステップ 6 (113 ページ) に
スキップします。フレッシュ・インストールを変更する場合は、ステップ 2 を
続行します。
2. エンジン層を当初にインストールした InfoSphere DataStage アドミニストレー
ター・アカウントが存在することを確認します。このアカウントが InfoSphere
DataStage 1 次グループに属していることを確認します。 InfoSphere DataStage
アドミニストレーター・アカウントの名前は通常は、dsadm です。InfoSphere
DataStage 1 次グループの名前は通常は、dstage です。
注: InfoSphere DataStage または IBM InfoSphere Information Analyzer をインス
トールしていない場合は、どのトラステッド・ユーザーでも選択できます。
3.

AIX

/etc/security/limits ファイル内の stack_hard 変数に、ステップ 2
で選択したユーザーに対して -1 が設定されていることを確認します。

4. そのユーザーは一時ディレクトリーに書き込めることを確認します。
5. コンピューターが再始動されたときに非 root ユーザーとして開始するようにノ
ード・エージェントを構成します。このためには、エンジン層コンピューター
上の ISFAgents ファイルを見つけて内容を変更します。
注: 場所とファイル名はオペレーティング・システムごとに異なりますが、フ
ァイルの内容は同じです。
a. 変更する必要のある ISFAgents ファイルを検索します。
v

HPUX

v

Linux

次のコマンドを実行します。cd /sbin
Solaris

UNIX

次のコマンドを実行します。cd /etc

b. 次のコマンドを実行します。find -name "*ISFAgents*"
注: このステップでは、名前にさまざまな接頭部が付いた複数のファイルが
返されることがあります。一部のファイルは、他のファイルにリンクしてい
て、オリジナル・ファイルへの変更が反映されることがあります。リンクさ
れたファイルを編集する必要はありません。メインファイルは通常は、
rc.d/init.d/ISFAgents ディレクトリーにあります。
c. ファイルの内容を変更します。ファイルには、以下の行のような情報が含ま
れています。
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#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
"/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh" "$@"

これを、以下のように変更します。
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 85 60
# description: Information Services Framework server.
IS_INIT_D=true;export IS_INIT_D
/usr/bin/su - dsadm -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents.sh $*"

注: InfoSphere DataStage または InfoSphere Information Analyzer をインスト
ールしていなかった場合は、ファイル内の dsadm の代わりに、ステップ
2 (112 ページ) で選択された代替ユーザーを指定します。
6. root アクセス権限を持つシステム管理者としてログインします。
7. /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin ディレクトリーに変更します。
8. 次のコマンドを実行して、ノード・エージェントを停止します。
./NodeAgents.sh stop

注: IBM InfoSphere Information Services Director を使用する場合は、関連ジョ
ブがすべて停止していることを確認します。通常は、ノード・エージェントを
停止すると、すべての InfoSphere Information Services Director ジョブが停止さ
れます。
9. 残っている *.out、*.err、および *.pid ファイルをすべ
て、/opt/IBM/InformationServer/ASBNode および /opt/IBM/
InformationServer/ASBNode/bin ディレクトリーから削除します。
10. InfoSphere DataStage および InfoSphere Information Analyzer がインストールさ
れていない場合は、/opt/IBM/InformationServer/ASBNode ディレクトリーの所
有権を、ステップ 2 (112 ページ) で選択されたトラステッド・ユーザーに変更
します。所有権を変更するには、次のコマンドを実行します。
chown -R user /opt/IBM/InformationServer/ASBNode

ここで、user はトラステッド・ユーザーです。
11. dsadm、またはステップ 2 (112 ページ) で選択したユーザーとしてログインしま
す。
12. 次のディレクトリーに変更します。
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
13. 次のコマンドを実行して、ノード・エージェントを開始します。
./NodeAgents.sh start

次のタスク
システムが正しく構成されていることを確認するには、以下のコマンドを実行しま
す。コマンドが正常終了したら、システムを再始動してください。その後、コマン
ドを再実行して、スタートアップ・スクリプトが正しく変更されたことを確認しま
す。
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v ロギング・エージェントおよび ASB エージェントのデフォルト・ポートがそれ
ぞれ、初期インストール時に指定された 31531 と 31533 である場合は、次のコ
マンドを実行します。
netstat –a | grep 3153

エージェントが実行していない場合は、ノード・エージェントを停止して、再開
する必要があります。
v 次のコマンドを実行して、エージェントが指定されたユーザーとして稼働してい
ることを確認します。
ps –ef | grep Agent

監査ログ構成
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。このイベ
ントには、すべてのセキュリティー関連設定値の変更と、ユーザーのログインおよ
びログアウト・オペレーションを含みます。監査要求に基づいて、どの監査イベン
トをログに記録するか、また、どれだけの情報を含めるかを設定できます。
監査構成はプロパティー・ファイルによって制御されます。このプロパティー・フ
ァイルへのアクセスは、ファイル・システムの許可設定を使用して制限できます。
これによって、監査構成のロールを、選択したユーザーまたはグループに制限でき
ます。セキュリティー監査証跡によって、制御された情報へのアクセスおよびアプ
リケーション使用の検出を行うことができます。モニタリングおよびログに記録さ
れた監査情報の分析によって、データ・アクセスの管理が強化され、悪意や不注意
による無許可アクセスから機密データまたは構成設定を保護できます。システム管
理操作も含めて、アプリケーションおよび個々のユーザー・アクセスのモニタリン
グによって、アクティビティーの履歴レコードが提供されます。この情報によっ
て、ユーザーまたはグループのセキュリティー・ロールを調整して、アプリケーシ
ョン機能に対するアクセス権限を有効にしたり無効にしたりできます。この情報は
また、企業のセキュリティー・ポリシーに準拠していることを示す材料となりま
す。
次のイベントは、監査レコードをログに記録します。
v ユーザーとグループの作成と除去
v ユーザーのグループへの割り当てまたはグループからの除去
v ユーザー・パスワードの変更 (パスワードはログに記録されません)
v ユーザーまたはグループに割り当てられたセキュリティー・ロールに対する変更
v プロジェクトに対するユーザーまたはグループの許可の変更、および、割り当て
られている、関連するプロジェクト・レベルのセキュリティー・ロールに対する
変更
v マップされたエンジン証明情報に対する変更
v ユーザーのログイン
v ユーザーのログアウト
v セッション終了
v セッション・タイムアウト
v 監査ログ構成設定に対する変更

114

管理ガイド

これらのイベントの詳細については、『監査イベントのタイプ』 を参照してくださ
い。

構成ファイル
監査構成ファイル (ISauditing.properties) は、 IBM WebSphere Application
Server の中の IBM InfoSphere Information Server プロファイルの classes ディレク
トリーにインストールされています。デフォルトの場所は
WebSphere¥AppServer¥profiles¥InfoSphere¥classes です。このファイルで、ログ
に記録する監査イベントと保存する情報量を設定します。監査構成ファイルはデフ
ォルトの場所に置くこともできますし、別のディレクトリーに移動することもでき
ます。ファイルまたはそのファイルのフォルダーにファイル・システムの書き込み
許可を設定して、監査構成設定を変更できるユーザーを制限できます。
構成ファイルの詳細については、 122 ページの『監査構成ファイルの構成』を参照
してください。

監査ログ・ファイル
監査構成ファイルの中がデフォルト値に設定されていると、監査ログ・ファイル
は、IBM WebSphere Application Server の中の InfoSphere Information Server プロフ
ァイルの logs ディレクトリーに作成されます。デフォルトの場所は、
Websphere¥AppServer¥profiles¥InfoSphere¥logs で、名前は ISauditLog_0.log で
す。logs ディレクトリーが存在しなければ、監査ログ・ファイルは、InfoSphere
Information Server がインストールされたアプリケーション・サーバーのディレクト
リーの中に作成されます。
ログ・ファイルの詳細については、 125 ページの『監査ログ』を参照してくださ
い。

監査イベントのタイプ
監査サービスは、監査レコードをログに記録するイベントのグループを提供しま
す。
次の監査イベントのグループがログに記録されます。
v ユーザーおよびグループの管理
v ユーザー、グループ、およびプロジェクトのセキュリティー・ロールの割り当て
v エンジン証明情報のマッピング
v ユーザー・セッションの管理
v 監査の構成
ユーザーおよびグループの管理イベント:
ユーザーとグループの管理は、ユーザーとグループの作成と除去、ユーザー・グル
ープ・メンバーシップの変更、およびユーザー証明情報の変更のイベントから成り
ます。
ユーザーおよびグループの管理イベントは、「ユーザー・レジストリー構成」が
「InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー」に設定されている場合
に限りログに記録できます。これらのイベントは、「ユーザー・レジストリー構
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成」で、LDAP の使用や、ユーザー認証にローカル・オペレーティング・システム
の使用が構成されているなどの「アプリケーション・サーバー・レジストリー」に
設定されている場合、ログに記録できません。これらの構成では外部ツールを通し
てユーザーとグループを管理するため、IBM InfoSphere Information Server はこれら
のリソースの管理には関与せず、いつ変更が行われたかは認識しません。
次のイベント・メッセージは、変更または作成されたサブジェクトを記述するパラ
メーターと一緒にログに記録されます。各メッセージに示された (caller) は、この
イベント方式の呼び出し元のユーザー ID です。
ADD_USER (caller): UserID=”xxx”, LastName=”xxx”, FirstName=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールで新規ユーザーが作成される
ときにログに記録されます。サーバー上の DirectoryAdmin コマンド・ライ
ン・ツールによる新規ユーザーの作成では、監査イベントはログに記録され
ません。ただし、これらのユーザーは、InfoSphere Information Server コン
ソールまたは Web コンソールを通して少なくとも「スイート・ユーザー・
セキュリティー・ロール」が割り当てられるまでは、InfoSphere Information
Server にログインできません。このセキュリティー割り当ては監査されま
す。DirectoryAdmin コマンド・ライン・ツールは、アクセスが制限されたサ
ーバー・サイドのインストールで使用可能です。このコマンドは、クライア
ント・サイドのインストールでは実行できません。
ADD_GROUP (caller): GroupID=”xxx”, GroupName=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールでグループが作成されるとき
にログに記録されます。
DELETE_USERS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールを通して
ユーザーが削除されるときにログに記録されます。サーバー上の
DirectoryAdmin コマンド・ライン・ツールによるすべてのユーザーの削除で
は、監査イベントはログに記録されません。これは典型的なアクションでは
なく、リカバリー・タイプのオペレーションでのみ使用されます。
DELETE_GROUPS (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールを通して
グループが削除されるときにログに記録されます。サーバー上の
DirectoryAdmin コマンド・ライン・ツールによるすべてのグループの削除で
は、監査イベントはログに記録されません。これは典型的なアクションでは
なく、リカバリー・タイプのオペレーションでのみ使用されます。
ADD_USERS_TO_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールでグループにユーザーが追加
されるときにログに記録されます。
DELETE_USERS_FROM_GROUPS (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, GroupIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールでグルー
プからユーザーが削除されるときにログに記録されます。
CHANGE_PASSWORD (caller): UserID=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールでパスワ
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ード変更アクションを使用して、現在ログインしているユーザーのパスワー
ドが変更されるときにログに記録されます。
SET_CREDENTIAL (caller): UserID=”xxx”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールで、アド
ミニストレーターによっていずれかのユーザーのパスワードが変更されると
きにログに記録されます。サーバー上の DirectoryAdmin コマンド・ライ
ン・ツールによるユーザーのパスワードの変更では、監査イベントはログに
記録されません。
REMOVE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”
1 人以上のユーザーのパスワードがクリアされると、ログに記録されます。
ユーザー、グループ、およびプロジェクトのセキュリティー・ロールの割り当てイ
ベント:
ユーザー、グループ、およびプロジェクトのセキュリティー・ロールの割り当て
は、セキュリティー・ロールの作成または削除、セキュリティー・ロールのユーザ
ーまたはグループへの割り当てと除去、ユーザーまたはグループとロールのプロジ
ェクトへの割り当てと除去のイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、変更または作成されたサブジェクトを記述するパラ
メーターと一緒にログに記録されます。各メッセージに示された (caller) は、この
イベント方式の呼び出し元のユーザー ID です。
ADD_ROLE (caller): RoleID=”xxx”
新規セキュリティー・ロールが作成されるときにログに記録されます。セキ
ュリティー・ロールは IBM InfoSphere Information Server によって内部で
作成されるため、これらの監査イベントは、新規ロールがある場合にそれら
を含むメンテナンス・リリース・インストールの間にのみ発生します。
DELETE_ROLES (caller): RoleIDs=”xxx, yyy”
セキュリティー・ロールが削除されるときにログに記録されます。この監査
イベントは、セキュリティー・ロールを削除するためのユーザー・インター
フェースがないため、発生しません。
ASSIGN_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールでセキュリティー・ロールが
グループに割り当てられるときにログに記録されます。
ASSIGN_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソール、Web コンソール、または
DirectoryCommand コマンド・ライン・ツールでセキュリティー・ロールが
ユーザーに割り当てられるときにログに記録されます。
REVOKE_GROUP_ROLES (caller): GroupIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールでグルー
プからセキュリティー・ロールが削除されるときにログに記録されます。
REVOKE_USER_ROLES (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, RoleIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere Information Server コンソールまたは Web コンソールでユーザ
ーからセキュリティー・ロールが削除されるときにログに記録されます。
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ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
ユーザーおよび関連付けられたプロジェクト・セキュリティー・ロールが、
IBM InfoSphere DataStage Administrator、InfoSphere Information Server コン
ソール、または IBM InfoSphere FastTrack クライアントの中で、プロジェ
クト許可に割り当てられるときにログに記録されます。
ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
グループおよび関連付けられたプロジェクト・セキュリティー・ロールが、
InfoSphere DataStage Administrator、InfoSphere Information Server コンソー
ル、または IBM InfoSphere FastTrack クライアントの中で、プロジェクト
許可に割り当てられるときにログに記録されます。
REVOKE_PROJECT_USER_ROLES (caller): Project=”xxx”, UserIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere DataStage Administrator、InfoSphere Information Server コンソー
ル、または IBM InfoSphere FastTrack クライアントの中で、ユーザーに対
するプロジェクト・セキュリティー・ロールが変更されたとき、または、ユ
ーザーがプロジェクト許可から除去されるときにログに記録されます。
REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (caller): Project=”xxx”, GroupIDs=”xxx, yyy”,
RoleIDs=”xxx, yyy”
InfoSphere DataStage Administrator、Information Server コンソール、または
IBM InfoSphere FastTrack クライアントの中で、グループに対するプロジェ
クト・セキュリティー・ロールが変更されたとき、または、グループがプロ
ジェクトの許可から除去されるときにログに記録されます。
REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES (caller): Project=”xxx”
プロジェクトに割り当てられたすべてのセキュリティー・ロールが除去され
るときに、ログに記録されます。
エンジン証明情報マッピング・イベント:
エンジン証明情報マッピングは、IBM InfoSphere DataStage スイート・ユーザーへ
の証明情報の割り当てと除去のイベント、および、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールの「エンジン証明情報」パネルを使用して証明情報をマッピ
ングするときの IBM InfoSphere Information Server エンジンのデフォルト証明情報
の割り当てのイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、変更または作成されたサブジェクトを記述するパラ
メーターと一緒にログに記録されます。各メッセージに示された (caller) は、この
イベント方式の呼び出し元のユーザー ID です。
ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”,
Username=”xxx”
マップされた証明情報が IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ルの 1 人以上のスイート・ユーザーに設定されるときに、ログに記録され
ます。
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SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”,
Username=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
でデフォルト・エンジン証明情報が設定されるときに、ログに記録されま
す。
REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): UserIDs=”xxx, yyy”, DSServer=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで、1 人以上のスイー
ト・ユーザーについてマップされた証明情報がクリアされるときに、ログに
記録されます。
REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL (caller): DSServers=”xxx, yyy”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
でデフォルト・エンジン証明情報がクリアされるときに、ログに記録されま
す。
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED (caller): DSServer=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
で「共有ユーザー・レジストリー」が選択されるときに、ログに記録されま
す。このように設定されると、InfoSphere DataStage ユーザーは、InfoSphere
DataStage クライアント・アプリケーションへのログインに使用したのと同
じ証明情報を使用して、サーバー・エンジンのオペレーティング・システム
に対して認証されます。
DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED (caller): DSServer=”xxx”
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「エンジン構成」の中
で「共有ユーザー・レジストリー」がクリアされるときに、ログに記録され
ます。これは、元のように、InfoSphere Information Server エンジン認証の
ために、マップされた証明情報を使用します。
ユーザー・セッションの管理イベント:
ユーザー・セッション管理は、ユーザーのログインとログアウト、ダイレクト・セ
ッション終了、セッション満了のイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、関与するサブジェクトを記述するパラメーターと一
緒にログに記録されます。各メッセージに示された (caller) は、このイベント方式
の呼び出し元のユーザー ID です。
LOGIN (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
ユーザーが IBM InfoSphere Information Server クライアント・アプリケー
ションまたはコマンド・ライン・ツールにログインするとき、または、内部
プロセスがオペレーションを実行するために InfoSphere Information Server
にログインするときにログに記録されます。このアクションは InfoSphere
Information Server セッションを作成します。UserID は、サーバーによる認
証で使用されるユーザー ID です。場合によっては、このユーザー ID の値
は、InfoSphere Information Server による使用のために予約された、特別な
トラステッドのユーザー ID を示します。この種のログインは、スケジュー
ル済みまたはシステム起動のオペレーションを実行するためのものです。
Client は、ログインを開始するアプリケーションのタイプを示します。
Origin は、ログインが発生したシステムのホスト名を示します。SessionID
は、LOGOUT、SESSION_TERMINATED、または SESSION_EXPIRED 監査
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イベントで、あるいは、他の診断ログにおいてこのセッションに関連付けら
れたログ・メッセージで、このログイン・セッションを明白に連想するユニ
ークな英数字の値です。このイベントが LOG LEVEL=INFO と構成されて
いる場合、システム・ユーザーのログイン・イベントはフィルターアウトさ
れてログに記録されません。この種のログインは、InfoSphere Information
Server 内部オペレーションがさまざまなタスクを実行するためのものです。
システム・ユーザーのログイン・イベントの例は、
UserID=InformationServerSystemUser の LOGIN イベントです。これらのイ
ベントは、スケジューラー・アクティビティーの一環として通常は 30 分ご
とに発生しますが、これ以外の時間に他のオペレーションのために発生する
こともあります。
LOGOUT (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”, SessionID=”xxx”
ユーザーまたはプロセスが、アクティブ InfoSphere Information Server セッ
ションから明示的にログアウトするときにログに記録されます。このイベン
トはアプリケーションが異常終了したときには発生しない場合があります。
例えば、Web ブラウザーがアクティブ InfoSphere Information Server Web
コンソールで閉じたときや、セッションがアドミニストレーターによって、
またはタイムアウトのために終了したときなどです (この場合、
SESSION_TERMINATED または SESSION_EXPIRED イベントがログに記
録されます)。UserID は、最初にこのセッションを作成した認証済みのユー
ザー ID です。Client は、このセッションを使用するアプリケーションの
タイプを示します。Origin は、ログインが発生したシステムのホスト名を
示します。SessionID は、このセッションを一意的に識別する、対応する
LOGIN イベントでログに記録されたのと同じ値です。このイベントが LOG
LEVEL=INFO と構成されている場合、システム・ユーザー・セッションか
らのログアウトはフィルターアウトされてログに記録されません。この種の
ログアウトは、InfoSphere Information Server 内部オペレーションがさまざ
まなタスクを実行するためのものです。
SESSION_TERMINATED (caller): UserID=”xxx”, Client=”xxx”, Origin=”xxx”,
SessionID=”xxx"
InfoSphere Information Server セッションが、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソールの中でアドミニストレーターによって切断されると
きにログに記録されます。「すべて切断」が選択されるか、複数セッション
が選択されていると、切断された各セッションは、個別の監査イベントとし
てログに記録されます。終了されたアクティブ・セッションのみが監査イベ
ントをログに記録します。以前に有効期限切れとなったセッションは、前に
SESSION_EXPIRED 監査イベントによってログに記録されているため、無
視されます。UserID は、最初にこのセッションを作成した認証済みのユー
ザー ID です。Client は、このセッションを使用するアプリケーションの
タイプを示します。Origin は、ログインが発生したシステムのホスト名を
示します。SessionID は、このセッションを一意的に識別する、対応する
LOGIN イベントでログに記録されたのと同じ値です。
SESSION_EXPIRED: SessionID=”xxx”
アイドル状態の InfoSphere Information Server セッションがタイムアウトし
て終了するときにログに記録されます。タイムアウトは、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールの「セッション管理」の「グローバル・
セッション・プロパティー」の中で構成された「非アクティブ・セッショ
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ン・タイムアウト」の値に基づきます。SessionID は、このセッションを一
意的に識別する、対応する LOGIN イベントでログに記録されたのと同じ値
です。この時点では、このセッションに関してログに記録する追加情報はあ
りません。このセッションに関連付けられた実際のクライアント・アプリケ
ーションとユーザー ID を判別するには、同じ SessionID 値を持つ対応す
る LOGIN イベントを見つけます。
監査構成イベント:
監査構成は、監査プロパティー・ファイルの場所、監査ファイルの構成設定、およ
び監査イベント設定のイベントから成ります。
次のイベント・メッセージは、使用された監査構成設定を記述するパラメーターと
一緒にログに記録されます。これらのメッセージは、アプリケーション・サーバー
が開始し、監査サービスが初期化されるときにログに記録されます。
AUDITING_CONFIGURATION_FILE: Path=”xxx”
IBM WebSphere Application Server が開始し、監査サービスが初期化される
ときにログに記録されます。Path は、監査サポートの初期化と構成に使用
される、監査構成ファイルの場所と名前を示します。
AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS: Path=”xxx”, Name=”xxx”, MaxSize=”xxx”,
Count=”xxx”, Format=”xxx”, Append=”xxx”
WebSphere Application Server が開始し、監査サービスが初期化されるとき
にログに記録されます。Path は、監査ログ・ファイルが作成される場所を
示します。Name は、ログ・ファイル名に構成されたパターンです。MaxSize
は、各ログ・ファイルのサイズの限界を示す、バイト単位で示した最大サイ
ズです。Count は、その数に達するとリサイクルされる、作成されるファイ
ルの最大個数です。Format は、監査ログ・ファイルのフォーマットです。
Append は、監査サービスが初期化されるときに、新規レコードが追加され
るのか、または新規ファイルが作成されるのかを示します。
AUDITING_EVENT_SETTINGS: xxx=”yyy”, xxx=”yyy”
WebSphere Application Server が開始し、監査サービスが初期化されるとき
にログに記録されます。このイベント・メッセージには、すべての監査イベ
ントについて、イベント・タイプとそれに現在設定されているログ・レベル
の、コンマ区切りのリストが含まれます。ここで、xxx はイベント・タイプ
で、yyy はログ・レベルです。標準的なログ・レベルは、ALL、INFO、また
は OFF です。ALL は、このタイプのすべてのイベントが常にログに記録さ
れることを示します。OFF は、このタイプのイベントはログに記録されない
ことを示します。その他の値は、そのイベント・タイプのどのメッセージが
ログに記録されるかというフィルターの役目をします。各メッセージには、
IBM InfoSphere Information Server によって、特定のログ・レベルが割り当
てられます。現在、メッセージには INFO と FINE レベルのみが割り当てら
れています。INFO よりも低いレベルに割り当てられたメッセージ (これに
は、ログ・レベルが FINE に割り当てられたメッセージも含まれます) は、
イベント・タイプが INFO に構成された場合、ログに記録されません。現在
FINE レベルのログ・メッセージを持つイベント・タイプは、LOGIN イベ
ントと LOGOUT イベントのみです。各メッセージに割り当てられるログ・
レベルの詳細については、 119 ページの『ユーザー・セッションの管理イベ
ント』を参照してください。
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監査構成ファイルの構成
ISauditing.properties ファイルを使用して、ログに記録される監査イベントを構
成します。また、場所、名前、最大サイズ、保持する循環ファイルの数といった監
査ログ・ファイル自体を構成します。このファイルは、デフォルトでは、IBM
WebSphere Application Server の中の IBM InfoSphere Information Server プロファイ
ルの classes ディレクトリーにあります。デフォルトの場所は
WebSphere¥AppServer¥profiles¥InfoSphere¥classes です。このファイルは、アプ
リケーション・サーバーが始動するとき、監査サービスの初期化の間に読み取られ
ます。したがって、構成設定に対する変更は、アプリケーション・サーバーが再始
動した後にのみ有効になります。

監査構成値
ISauditing.properties ファイルには次のデフォルト設定が含まれています。デフ
ォルト値は、プロパティー・ファイルがないとき、プロパティー・ファイルに値が
設定されていないとき、または無効値が設定されているときに使用されます。
auditing.enable = true
監査を使用可能または使用不可に設定します。この値を false に設定する
と、以降のロギングは使用不可にされ、構成ファイル内の他のすべての設定
は無視されます。
audit.file.path = logs
監査ログ・ファイルが作成される場所。WebSphere Application Server プロ
セス・オーナーは、このディレクトリーに対する書き込み権限を持っている
必要があります。相対パスは、WebSphere Application Server の InfoSphere
Information Server プロファイル・ディレクトリーから始まると見なされま
す。パスの分離文字として、スラッシュ (/) を使用します。
audit.file.name = ISauditLog_%g.log
監査ファイル名。実行時に置換される次の特別なコンポーネントを含むスト
リングから構成されるパターンです。
v %g - 循環されたログを区別する世代番号。これは、最新のログ・ファイ
ル (現在書き込みが行われているもの) であることを表す数値 0 で置換
されます。その後、ファイルが最大サイズになって追加のログ・ファイル
が作成されるたびに、値が 1 ずつ増加していきます。数値が大きいほ
ど、古いログ・ファイルです。
v %% - 単一パーセント記号 (%) に変換します。
audit.file.size = 10000000
各監査ログ・ファイルの最大サイズ (バイト)。この値がゼロであれば、ロ
グ・ファイルのサイズに制限はありません。すべての監査レコードのログが
継続して同じファイルに記録されます。0 は注意して使用してください。ロ
グに記録された監査レコードによってファイル・サイズがこの構成されたサ
イズを超えると、ログ・ファイルは循環して、新しいログ・ファイルが作成
されます。
audit.file.count = 5
監査ログ・ファイルの循環の最大数。この値が 1 より大で、%g 世代パラ
メーターが監査ファイル名 (audit.file.name) に含まれていなければ、ファ
イル名の終わりにピリオドと数値が追加されます。新規ファイルが作成され
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るときに、既存の監査ファイルの名前が変更されます。世代番号が大きいほ
ど、古いログ・ファイルです。カウントには、0 世代ファイルが含まれま
す。例えば、
audit.file.count=5 の場合、ファイル名は ISauditLog_0.log から
ISauditLog_4.log が作成されます。
audit.file.format = Simple
監査ファイルのフォーマット。可能な値は、Simple、XML、または both で
す。both に設定されると、audit.file.name に指定されたファイル名拡張
子は、XML ログ・ファイルの場合は .xml で置き換えられます。拡張子が
指定されていなければ、ファイル名の終わりに .xml が追加されます。
audit.file.append = true
監査ファイル追加設定。この値を false に設定すると、WebSphere
Application Server が再始動するたびに、強制的に新規の 0 世代のログ・フ
ァイルが作成されます。この値を true に設定すると、最大サイズに到達す
るまで、既存の 0 世代ファイルに継続して追加されます。
audit.file.format = XML の場合、値を false に設定すると、ファイルに
複数の XML ファイル・ヘッダーが書き込まれなくなります。
次のリストは、有効な監査イベント・タイプと、それぞれのログ・レベル設定を示
します。
audit.event.ADD_USER = ALL
audit.event.ADD_GROUP = ALL
audit.event.DELETE_USERS = ALL
audit.event.DELETE_GROUPS = ALL
audit.event.ADD_USERS_TO_GROUPS = ALL
audit.event.DELETE_USERS_FROM_GROUPS = ALL
audit.event.CHANGE_PASSWORD = ALL
audit.event.SET_CREDENTIAL = ALL
audit.event.REMOVE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.ADD_ROLE = ALL
audit.event.DELETE_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_USER_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_USER_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_PROJECT_USER_ROLES = ALL
audit.event.ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_PROJECT_USER_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES = ALL
audit.event.REVOKE_PROJECT_ALL_ROLES = ALL
audit.event.ADD_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.SET_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.REMOVE_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.REMOVE_DEFAULT_DATASTAGE_CREDENTIAL = ALL
audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_DISABLED = ALL
audit.event.DATASTAGE_CREDENTIAL_MAPPING_ENABLED = ALL
audit.event.LOGIN = ALL
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audit.event.LOGOUT = ALL
audit.event.SESSION_TERMINATED = ALL
audit.event.SESSION_EXPIRED = ALL
audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_FILE = ALL
audit.event.AUDITING_CONFIGURATION_SETTINGS = ALL
audit.event.AUDITING_EVENT_SETTINGS = ALL
監査イベントがログに含まれるようにします。各監査イベントに必要なロ
グ・レベルを、ALL、INFO、または OFF に設定します。
v ALL は、構成されたイベント・タイプについて、システムによって生成
されるすべての監査レコードのログが記録されるようにします。
audit.event タイプが構成ファイルにないか、それが無効なログ・レベル
に構成されている場合、デフォルトのログ・レベルの ALL になります。
v INFO は、INFO よりも低いログ・レベルに定義されたすべての監査レコ
ードをログに記録するという要求を無視することによって、ログに記録さ
れる監査レコードをフィルタリングします。ログ・レベルが INFO より
も低い設定で生成される監査レコードは、システム・ユーザーのログイン
およびログアウトにおける LOGIN および LOGOUT イベント・レコードの
みです。これらのシステム・ユーザー・イベントはユーザーによって開始
されるものではありませんが、InfoSphere Information Server 内の内部オ
ペレーションから開始されます。 audit.event.LOGIN=INFO を設定する
と、システム・ユーザー・ログイン・イベントのロギングは抑止されま
す。
v OFF は、構成されたイベント・タイプについて、システムによって生成
されるすべての監査レコードのロギングを抑止します。

監査構成セキュリティー
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。監査構成
とログをセキュアにして、無許可の悪用を防止できます。
ISauditing.properties 構成ファイルの中に、監査ファイルの場所を示すパスを設
定します。相対パスで設定する場合、指定されたディレクトリーが、IBM
WebSphere Application Server の下の IBM InfoSphere Information Server プロファイ
ル・ディレクトリーから辿っていく場所に存在する必要があります。別の場所に設
定する場合、絶対パスを指定する必要があり、WebSphere Application Server プロセ
ス・オーナーがそのディレクトリーに対するファイル・システム書き込み許可があ
ることを確認する必要があります。
デフォルトでは、ISauditing.properties 構成ファイルの場所は、WebSphere
Application Server の InfoSphere Information Server プロファイルの下の、classes デ
ィレクトリーにあります。これは、isfconfig.properties ファイルと同じ場所で
す。 isfconfig.properties ファイルに ISauditing.properties ファイルの場所を
示す、新しいキーが追加されます。このキーとデフォルト値は次のとおりです。
auditing.config.file = classes/ISauditing.properties
監査構成設定に対するアクセスをさらにセキュアにするために、
ISauditing.properties 構成ファイルを別の場所に移動し、isfconfig.properties
ファイルの中の audit.config.file 値が新しい場所の絶対パスと監査プロパティ
ー・ファイル名を示すように更新することができます。相対パスは、WebSphere
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Application Server の下の InfoSphere Information Server プロファイル・ディレクト
リーのルートを想定します。パスの区切り文字としてスラッシュ (/) を使用しま
す。WebSphere Application Server プロセス・オーナーは、ファイルがどこに移動さ
れるにしても、そのファイルに対する読み取り権限を持っている必要があります。
しかし、書き込み権限は、監査構成を変更する権限を持ったユーザーに制限できま
す。正式な構成に対するなりすましの行為を検出するために、WebSphere
Application Server の始動時に、使用した監査構成ファイルの場所が監査イベントと
して監査ファイルの中のログに記録されます。isfconfig.properties ファイルの書
き込み権限を持つ誰かが監査構成ファイルの場所や名前を変更すると、その情報は
ログに記録されます。
監査プロパティー・ファイルが構成されていなかったり、ポインターが無効なファ
イルまたはファイルの一部を指している場合、デフォルトの監査構成設定を使用し
て、デフォルトのログ・イベントに設定されます。プロパティー・キーが無かった
り、キーの値が無効であったりすると、そのプロパティー・キーを使用するデフォ
ルト値になります。これらの予防措置によって、その場で監査ログが無許可に迂回
されないようにします。

クラスター環境での監査
クラスター化された IBM WebSphere Application Server 構成に固有の情報と監査の
考慮事項について説明します。
クラスター構成では、監査ログ・ファイルの別個のセットが各管理対象ノードに作
成され、それぞれに、そのノードで処理された特定のイベントが含まれています。
単一の発生順の監査証跡が必要な場合は、これらのファイルを収集し、照合して、
タイム・スタンプでイベントをソートする必要があります。
クラスター内の管理対象ノードが複数のアプリケーション・サーバーで構成されて
いる場合は、各アプリケーション・サーバーで、その独自の監査ログ・ファイルが
作成され、管理されます。単一管理対象ノードのアプリケーション・サーバーはす
べて、同じ監査構成設定を共有するため、アプリケーション・サーバーごとに異な
るファイル名や場所を構成することはできません。最初に初期化 (または作成) され
るアプリケーション・サーバーは、構成済みログ・ファイルごとの 0 世代の監査フ
ァイル名を使用します。同一管理対象ノードでその後に初期化されたアプリケーシ
ョン・サーバーは、同じ名前で 0 世代の監査ファイルを作成しますが、そのファイ
ル名の末尾にピリオドとシーケンス番号が付加されます。
複数の管理対象ノードを含むクラスター構成の場合、監査構成設定に対する変更
は、各ノードのプロファイルのクラス・ディレクトリー内の
ISauditing.properties ファイルに対して行う必要があります。このプロパティ
ー・ファイルが再配置または名前変更された場合は、カスタム監査構成ファイルの
パスおよびファイル名を指すように、各管理対象ノードにある
isfconfig.properties ファイルを適切に変更する必要があります。

監査ログ
監査ログ・ファイルは、単純なテキスト・フォーマットまたは XML フォーマット
のものを作成できます。各監査レコードのサイズは、イベント、ストリング長、監
査イベントに関連付けられたパラメーターの数、および選択したフォーマットによ
って異なります。
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監査イベントは、IBM InfoSphere Information Server サービス層の監査ログ・ファイ
ルの中に記録されます。InfoSphere Information Server クライアント・アプリケーシ
ョンへのログインまたはログアウト、あるいは、コマンド・ライン・ツールは、イ
ベントをログに記録します。InfoSphere Information Server コンソール、InfoSphere
Information Server Web コンソール、IBM InfoSphere FastTrack クライアント、およ
び InfoSphere DataStage Administrator クライアントの中の、ユーザー、グループ、
またはセキュリティー・ロールの管理について、監査イベントがログに記録されま
す。DirectoryCommand および他のコマンド・ライン・ツールも、イベントをログに
記録します。

ログ・ファイルのサイジング
ログ・ファイル・サイズと保持するログ・ファイルの数は、監査構成ファイルの中
の設定に基づきます。デフォルト値の audit.file.size=10000000、
audit.file.count=5 の場合、ファイルが約 1000 万バイトになると、このファイル
は ISauditLog_1.log に名前変更されます。新規の ISauditLog_0.log ファイルが
作成され、そこに最新の監査イベントが保持されます。最大 5 個のファイルを作成
でき、現行の ISauditLog_0.log ファイルが 1000 万バイトのサイズの上限を超え
ると、最も古いログが削除され、他のファイルは名前変更されます。そして、世代
番号が 0 の新しいファイルが作成されます。ファイルの世代番号が大きいほど、古
い監査イベントです。

ログ・ファイル・フォーマット
単純なテキスト・フォーマットは表示が簡単にでき、XML フォーマットはフォーマ
ット設定やカスタム・アプリケーションによる構文解析を行うのに便利です。両方
のファイル・フォーマットのものを同時に作成できます。XML フォーマットは単純
テキスト・フォーマットよりも大きな監査レコードを生成します。そのため、単純
なテキスト・フォーマットに較べて、ファイル当たりのイベント数は少なくなりま
す。XML フォーマットが使用されるときに、Java ロガーは XML ファイルを作成
し、XML ファイル・ヘッダーを追加します。ロガーは、IBM WebSphere
Application Server のそれぞれの始動時に初期化され、そのときに、XML ヘッダー
がファイルに書き込まれます。ロガーが audit.file.append=true に構成されている
と、XML ヘッダーが現在のファイルの終わりに書き込まれ、ログ・ファイルの中に
複数の XML ファイル・ヘッダー・エレメントが存在することになります。それに
よって、誤った形式の XML になります。audit.file.format=xml または both に
設定した場合は、audit.file.append は false に構成します。しかし、
audit.file.append=false は、IBM WebSphere Application Server が再始動するたび
に、現在の 0 世代ログ・ファイルが世代 1 に名前変更され、新規の世代 0 のロ
グ・ファイルが作成されることを意味します。つまり、audit.file.append=false を
使用すると、いくつかのログ・ファイルは、最大長にまではなっていない可能性が
あります。
例: 単純なテキスト・フォーマット:
単純なテキスト・フォーマットの監査ログを作成できます。
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サンプルの監査ログ
次の例は、単純なテキスト・フォーマットの監査ログからの抜粋です。この例で
は、説明のために各イベントを複数の行で示します。実際の監査ログ・ファイルで
は、各イベントは単一行にログ記録されます。
2009-04-04 03:58:25.357 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Console",
Origin="florence", SessionID="ED1D522D-D4DD-493D-80D9-0806EB4D907D"
2009-04-04 04:01:50.154 EST INFO: ADD_USER (admin): UserID="ppds1",
LastName="PersonDS1", FirstName="Project"
2009-04-04 04:01:50.387 EST INFO: SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"
2009-04-04 04:01:50.654 EST INFO: ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1",
RoleIDs="SuiteUser, DataStageAdmin, DataStageUser"
2009-04-04 04:11:41.325 EST INFO: ADD_GROUP (admin): GroupID="regPeeps",
GroupName="Regular People"
2009-04-04 04:11:42.895 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="SuiteUser"
2009-04-04 04:12:01.343 EST INFO: ASSIGN_GROUP_ROLES (admin): GroupIDs="regPeeps",
RoleIDs="DataStageUser"
2009-04-04 04:12:12.784 EST INFO: LOGIN (admin): UserID="admin",
Client="DataStage Administrator", Origin="florence",
SessionID="FDBB462B-0381-4B14-80F9-82DDF060437A"
2009-04-04 04:12:45.336 EST INFO: REVOKE_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageProductionManager,
DataStageDeveloper, DataStageSuperOperator, DataStageOperator"
2009-04-04 04:12:45.779 EST INFO: ASSIGN_PROJECT_GROUP_ROLES (admin):
Project="FLORENCE/test", GroupIDs="regPeeps", RoleIDs="DataStageOperator"

例: XML フォーマット:
XML フォーマットの監査ログを作成できます。
サンプルの監査ログ
次の例は、XML フォーマットの監査ログからの抜粋です。
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" standalone="no"?>
<!DOCTYPE log SYSTEM "logger.dtd">
<log>
<record>
<date>2009-05-21T00:00:00</date>
<millis>1242878400161</millis>
<sequence>323</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGIN (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
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<date>2009-05-21T00:00:04</date>
<millis>1242878404458</millis>
<sequence>324</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>FINE</level>
<thread>51</thread>
<message>LOGOUT (InformationServerSystemUser): UserID="InformationServerSystemUser",
Client="Server client", Origin="SwordIFS",
SessionID="34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>InformationServerSystemUser</param>
<param>Server client</param>
<param>SwordIFS</param>
<param>34BADF15-ABA5-4FA9-AA7D-68D26402C2D6</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:24:50</date>
<millis>1242937490614</millis>
<sequence>351</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>LOGIN (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGIN</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644348</millis>
<sequence>370</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ADD_USER (admin): UserID="ppds1", LastName="PersonDS1",
FirstName="Project"</message>
<key>info.audit.user.ADD_USER</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>PersonDS1</param>
<param>Project</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644645</millis>
<sequence>371</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="SuiteUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>SuiteUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644801</millis>
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<sequence>372</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>ASSIGN_USER_ROLES (admin): UserIDs="ppds1", RoleIDs="DataStageAdmin,
DataStageUser"</message>
<key>info.audit.role.ASSIGN_USER_ROLES</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
<param>DataStageAdmin, DataStageUser</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:24</date>
<millis>1242937644973</millis>
<sequence>373</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>46</thread>
<message>SET_CREDENTIAL (admin): UserID="ppds1"</message>
<key>info.audit.user.SET_CREDENTIAL</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>ppds1</param>
</record>
<record>
<date>2009-05-21T16:27:53</date>
<millis>1242937673989</millis>
<sequence>375</sequence>
<logger>com.ibm.is.auditing</logger>
<level>INFO</level>
<thread>45</thread>
<message>LOGOUT (admin): UserID="admin", Client="Web Console", Origin="localhost",
SessionID="1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09"</message>
<key>info.audit.session.LOGOUT</key>
<catalog>com.ascential.acs.auditing.server.impl.resources.StringData</catalog>
<param>admin</param>
<param>admin</param>
<param>Web Console</param>
<param>localhost</param>
<param>1C8D5CFD-269B-400F-8187-788D93681B09</param>
</record>
</log>

アドミニストレーター・アカウント・パスワードの変更
インストール・プログラムを実行後、インストール時に作成したアドミニストレー
ター・アカウントのパスワードを変更できます。
以下のアドミニストレーター・アカウント・パスワードを変更できます。
v IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター・パスワード
v IBM WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワード
v IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベース・オーナー・アカウント
の証明情報
v IBM DB2 パスワード
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IBM InfoSphere Information Server アドミニストレーター・パ
スワードの変更
InfoSphere Information Server アドミニストレーター・アカウントのパスワードは、
インストール後に変更できます。

このタスクについて
InfoSphere Information Server アドミニストレーター・アカウントは、InfoSphere
Information Server のメイン管理アカウントです。
必要な数の InfoSphere Information Server アドミニストレーター・アカウントを作
成できます。スイート・アドミニストレーター・ロールが割り当てられているユー
ザーはすべて、InfoSphere Information Server アドミニストレーターです。デフォル
トの IBM WebSphere Application Server アドミニストレーター・アカウントにもこ
のロールがあります。

手順
1. パスワードを変更します。ユーザー・レジストリー・セットアップに一致する方
式を使用します。
オプション

説明

システムでオペレーティング・システム・ユ
ーザー・レジストリーを使用している場合

標準のオペレーティング・システム・ユーテ
ィリティーを使用してパスワードを変更しま
す。

システムで Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを
使用している場合

LDAP ユーティリティーを使用してパスワー
ドを変更します。

システムで内部ユーザー・レジストリーを使
用している場合

InfoSphere Information Server Web コンソー
ルを使用してパスワードを変更します。
『IBM InfoSphere Information Server Web コ
ンソール を使用したパスワードの変更』 を
参照してください。

2. 変更する証明情報は WebSphere Application Server または IBM DB2 アドミニス
トレーターの証明情報でもある場合は、AppServerAdmin コマンドを実行してユ
ーザーの構成全体に新規パスワードを伝搬します。 132 ページの『IBM
WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワードの変更』 およ
び 135 ページの『メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパス
ワードの変更』 を参照してください。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用した
パスワードの変更
内部ユーザー・レジストリーを使用するようにシステムが構成されている場合は、
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用してパスワードを変更し
ます。
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始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・コンポーネントのユーザー・パ
スワードを変更するには、スイート・レベルの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
この手順は、以下のすべての説明に当てはまる場合に、パスワードの変更に使用し
ます。
v 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにシステムが構成されている。
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用するよ
うにシステムが構成されている場合は、この手順を使用しないでください。代わ
りに、標準のオペレーティング・システム・ユーティリティーを使用してパスワ
ードを変更します。
システムでは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジスト
リーを使用している場合は、この手順を使用しないでください。代わりに、LDAP
ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。
v インストール済み環境に IBM WebSphere Application Server のスタンドアロン・
インプリメンテーションが含まれている場合に、WebSphere Application Server ア
ドミニストレーター・パスワード以外のパスワードを変更する。
スタンドアロン・インプリメンテーションの WebSphere Application Server アド
ミニストレーター・パスワードを変更する場合は、この手順を使用しないでくだ
さい。代わりに、 132 ページの『IBM WebSphere Application Server アドミニス
トレーター・パスワードの変更』 の手順に従ってください。
v IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインできる。
Web コンソールにログインできない場合は、 143 ページの『DirectoryAdmin ツー
ル』 の説明に従って、DirectoryAdmin ツールを使用してパスワードを変更しま
す。
個々のユーザーは、IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログイン
して、「パスワードの変更」リンクをクリックすることによって、そのパスワード
を変更することもできます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール にログインします。管理者
権限を持つアカウントを使用します。
2. Web コンソールで、「管理」タブをクリックします。
3. 「ナビゲーション」ペインで、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」を選択
します。
4. 「ユーザー」ペインで、WebSphere Application Server アドミニストレーターの
チェック・ボックスを選択します。
5. 右のペインで、「ユーザーを開く」をクリックします。
6. 「パスワード」フィールドに、新規パスワードを入力します。
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7. 「確認パスワード」フィールドに、新規パスワードを再入力します。
8. ページの右下隅にある「保存して閉じる」をクリックします。

IBM WebSphere Application Server アドミニストレーター・パ
スワードの変更
WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワードの変更手順は、ユ
ーザーのインストール済み環境に WebSphere Application Server クラスタリングが
実装されているかどうかによって異なります。

スタンドアロン・インストール済み環境での IBM WebSphere
Application Server アドミニストレーター・パスワードの変更
WebSphere Application Server アドミニストレーターのパスワードは、インストール
後に変更できます。インプリメンテーションに WebSphere Application Server のス
タンドアロン・インストールが含まれている場合は、以下の手順に従います。

手順
1. WebSphere Application Server を停止します。 235 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Windows)』 または 238 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. サービス層コンピューターにログインします。アドミニストレーターの証明情報
を持つアカウントを使用します。
Linux

UNIX

このアカウントには、InfoSphere Information Server インス
トール・ディレクトリー内の ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの実
行許可が必要です。
3. パスワードを変更します。
v 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにシステムが構成されている場合
は、DirectoryAdmin コマンドを使用してパスワードを変更します。
Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥DirectoryAdmin.bat -user
-userid wasadmin -password password
Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-userid wasadmin -password password

このコマンドでは、wasadmin は WebSphere Application Server アドミニスト
レーターのユーザー名で、password は新規パスワードです。
WebSphere Application Server アドミニストレーター・パスワードの変更に
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を使用しないでくださ
い。
v システムではオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーを使用し
ている場合は、標準のオペレーティング・システム・ユーティリティーを使用
してパスワードを変更します。
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v システムでは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジス
トリーを使用している場合は、LDAP ユーティリティーを使用してパスワード
を変更します。
4. 構成全体の証明情報を更新するには、-was オプションを指定して
AppServerAdmin コマンドを実行します。
例えば、ユーザー名 wasadmin1 とパスワード mypassword を使用して構成を更
新するには、次のコマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mypassword

v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mypassword

このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
5. WebSphere Application Server を再始動します。 244 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 または 241 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Windows)』 を参照してください。
6. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 249 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・インストール)』 を参照してくださ
い。

クラスター・インストール済み環境での IBM WebSphere
Application Server アドミニストレーター・パスワードの変更
WebSphere Application Server アドミニストレーターのパスワードは、インストール
後に変更できます。ユーザーのインストール済み環境に WebSphere Application
Server クラスタリングが実装されている場合は、以下の手順に従います。

手順
1. ノード・エージェントがすべて稼働していることを確認してください。IBM
WebSphere Application Server ノード・エージェントの状況の確認を参照してく
ださい。
2. ユーザー・パスワードを変更します。
v システムでは内部ユーザー・レジストリーを使用している場合は、IBM
InfoSphere Information Server Web コンソール を使用してパスワードを変更し
ます。 130 ページの『IBM InfoSphere Information Server Web コンソール を
使用したパスワードの変更』 を参照してください。
v システムでは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジス
トリーを使用している場合は、LDAP ユーティリティーを使用してパスワード
を変更します。
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3. WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのホスト・コンピ
ューターにログインします。
v

Linux

v

Windows

UNIX

root としてログインします。

管理者特権を持つアカウントを使用します。

4. パスワードの変更後にすべてのノード・エージェントがまだ稼働していることを
確認してください。 252 ページの『IBM WebSphere Application Server ノード・
エージェントの状況の確認』を参照してください。
5. デプロイメント・マネージャーを停止します。 237 ページの『IBM WebSphere
Application Server デプロイメント・マネージャーの停止 (Windows)』 または
240 ページの『IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの停止 (Linux、UNIX)』 を参照してください。ノード・エージェントを停止
しないでください。
6. WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのホスト・コンピ
ューターで、-was オプションを指定して AppServerAdmin コマンドを実行し、
構成全体の証明情報を更新します。
例えば、ユーザー名 wasadmin1 とパスワード mypassword を使用して構成を更
新するには、次のコマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user wasadmin1 -password mypassword

このコマンドを実行するには、ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの
実行許可を持つアカウントを使用します。
v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -was
-user wasadmin1 -password mypassword

このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
7. デプロイメント・マネージャーを再始動します。 243 ページの『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの開始
(Windows)』 または 246 ページの『IBM WebSphere Application Server デプロ
イメント・マネージャーの開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
ノード・エージェントとアプリケーション・サーバーを再始動する必要はありま
せん。これらは、デプロイメント・マネージャーが実行されると、自動的にデプ
ロイメント・マネージャーと同期化されます。同期化処理は数秒かかります。同
期化が完了すると、必要であればノード・エージェントまたはアプリケーショ
ン・サーバーを安全に停止または開始することができます。
8. ステップ 2 (133 ページ) のパスワード変更時にいずれかのノード・エージェント
が実行していなかった場合は、パスワードがデプロイメント・マネージャーおよ
びノード・レベルで一致しなくなるため、そのノード・エージェントは開始でき
ません。この問題を修正するには、WebSphere Application Server syncNode コマ
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ンドを実行して、ノードとデプロイメント・マネージャーを同期化します。
syncNode コマンドを実行するには、次のようにします。
a. ノードにログインします。
b. syncNode コマンドを実行します。
v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピ
ューターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォル
トは 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレー
ターのユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
c. ノード・エージェントを再始動します。 241 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Windows)』 および 244 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくださ
い。
9. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 250 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (クラスター・インストール)』 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・オーナーのパスワード
の変更
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパスワードの変更手順は、
ユーザーのインストール済み環境に IBM WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されているかどうかによって異なります。

スタンドアロンの IBM WebSphere Application Server インストー
ル済み環境での、メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナ
ーのパスワードの変更
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー・アカウントのパスワード
は、インストール後に変更することができます。インプリメンテーションに
WebSphere Application Server のスタンドアロン・インストールが含まれている場合
は、以下の手順に従います。
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このタスクについて
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパスワードを変更するに
は、以下の手順に従います。メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー
のユーザー名は変更できません。

手順
1. WebSphere Application Server を停止します。 235 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Windows)』 または 238 ページの『IBM WebSphere
Application Server の停止 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. コンピューター上のメタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー・アカ
ウントのパスワードを変更します。
v データベースが IBM DB2 内に実装されている場合は、標準のオペレーティ
ング・システム・ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。
v データベースが別のデータベース管理システム内に実装されている場合、パス
ワードの変更の詳細については、そのデータベース管理システムのドキュメン
トを参照してください。
3. サービス層コンピューターにログインします。アドミニストレーターの証明情報
を持つアカウントを使用します。
Linux

UNIX

このアカウントには、InfoSphere Information Server インス
トール・ディレクトリー内の ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの実
行許可が必要です。
4. 構成全体のパスワードを更新するには、-db オプションを指定して
AppServerAdmin コマンドを実行します。
例えば、パスワード mypassword を使用して構成を更新するには、次のコマンド
を実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user xmeta1
-password mypassword

v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -db -user xmeta1
-password mypassword

このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
5. WebSphere Application Server を再始動します。 244 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 または 241 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Windows)』 を参照してください。
6. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 249 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・インストール)』 を参照してくださ
い。
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クラスター・インストール済み環境での、メタデータ・リポジトリ
ー・データベース・オーナーのパスワードの変更
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパスワードは、インストー
ル後に変更することができます。ユーザーの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は、以下の手順
に従います。

このタスクについて
メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナーのパスワードを変更するに
は、以下の手順に従います。メタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー
のユーザー名は変更できません。

手順
1. デプロイメント・マネージャー、ノード・エージェント、およびクラスター・メ
ンバーを含む、すべての WebSphere Application Server プロセスを停止します。
2. コンピューター上のメタデータ・リポジトリー・データベース・オーナー・アカ
ウントのパスワードを変更します。
v データベースが IBM DB2 内に実装されている場合は、標準のオペレーティ
ング・システム・ユーティリティーを使用してパスワードを変更します。
v データベースが別のデータベース管理システム内に実装されている場合、パス
ワードの変更の詳細については、そのデータベース管理システムのドキュメン
トを参照してください。
3. WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのホスト・コンピ
ューターにログインします。
v

Linux

v

Windows

UNIX

root としてログインします。

管理者特権を持つアカウントを使用します。

4. 構成全体のパスワードを更新するには、-db オプションを指定して
AppServerAdmin コマンドを実行します。
例えば、パスワード mypassword を使用して構成を更新するには、次のコマンド
を実行します。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db -user xmeta1
-password mypassword

このコマンドを実行するには、ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの
実行許可を持つアカウントを使用します。
v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin¥AppServerAdmin.bat -db -user xmeta1
-password mypassword

このコマンドでは、WebSphere Application Server ユーザー・レジストリー構成
を更新します。WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する必要は
ありません。
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5. デプロイメント・マネージャーを再始動します。 243 ページの『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの開始
(Windows)』 または 246 ページの『IBM WebSphere Application Server デプロ
イメント・マネージャーの開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
ノード・エージェントとクラスター・メンバーはまだ再始動しないでください。
6. 各管理対象ノードで、WebSphere Application Server syncNode コマンドを実行し
て、ノードとデプロイメント・マネージャーを再同期化します。
v

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/custom_profile/bin/syncNode.sh
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

v

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥custom_profile¥bin¥syncNode
dmgr_hostname dmgr_port -user was_admin_username -password
was_admin_password

このコマンドでは、
v dmgr_hostname は、デプロイメント・マネージャーが稼働しているコンピュー
ターのホスト名です。
v dmgr_port は、デプロイメント・マネージャーのポート番号です (デフォルト
は 8879)。
v was_admin_username は、WebSphere Application Server アドミニストレーター
のユーザー名です。
v was_admin_password は、アドミニストレーター・パスワードです。
7. ノード・エージェントとクラスター・メンバーを再始動します。 241 ページの
『IBM WebSphere Application Server の開始 (Windows)』 または 244 ページの
『IBM WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくだ
さい。
8. WebSphere Application Server を再始動すると、使用したメソッドに関係なく、
アプリケーション・サーバーが完全に始動する前に、始動メソッドに制御が戻り
ます。WebSphere Application Server が始動していることを検証するには、ロ
グ・ファイルをモニターします。 250 ページの『IBM WebSphere Application
Server 始動の状況の確認 (クラスター・インストール)』 を参照してください。

分析データベース・オーナー・アカウントの証明情報の変更
IBM InfoSphere Information Analyzer 分析データベース・オーナー・アカウントの証
明情報は、インストール後に変更できます。

始める前に
InfoSphere Information Analyzer 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
分析データベース・オーナー・アカウントには、分析データベースに対する所有権
限があります。デフォルトでは、このアカウントのユーザー名は iauser です。
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分析データベース・オーナー・アカウントの証明情報を変更するには、以下の手順
に従います。

手順
1. コンピューター上の分析データベース・オーナーの証明情報を変更します。 デ
ータベースが IBM DB2 内に実装されている場合は、標準のオペレーティング・
システム・ユーティリティーを使用して証明情報を変更します。データベースが
別のデータベース管理システム内に実装されている場合、証明情報の変更の詳細
については、そのデータベース管理システムのドキュメントを参照してくださ
い。
2. IBM InfoSphere Information Server コンソールにログインします。 InfoSphere
Information Analyzer アドミニストレーター権限を持つアカウントのユーザー名
とパスワードを指定します。
3. コンソールの「ホーム」ナビゲーター・メニューから、「構成」 > 「分析設
定」を選択します。 これらの項目が「ホーム」メニューに表示されない場合
は、コンソールからログアウトして、InfoSphere Information Analyzer アドミニ
ストレーター権限を持つアカウントでログインします。
4. 「分析データベース」タブをクリックします。
5. フィールド内の情報を変更します。
6. 「すべて保存」をクリックします。

IBM DB2 パスワードの変更
DB2 アドミニストレーター・アカウントまたは他の DB2 アカウントのパスワード
は、インストール後に変更できます。

このタスクについて
DB2 アドミニストレーター・アカウントは、IBM InfoSphere Information Server の
DB2 データベース管理システムを所有します。DB2 は、このアカウントの下で実行
されます。
Linux

UNIX

InfoSphere Information Server インストール済み環境では、非
fenced インスタンス・ユーザーと fenced ユーザーも必要です。

手順
DB2 パスワードを変更するには、IBM DB2 のドキュメントを参照してください。
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.sec.doc/doc/c0007253.html
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管理コマンドおよびツール
IBM InfoSphere Information Server 管理コマンドおよびツールは、構成全体での新規
証明情報の更新や構成されたユーザー・レジストリーでのユーザーの検索などの、
セキュリティー管理タスクを実行したり、セキュリティー構成をトラブルシューテ
ィングする場合に使用します。

AppServerAdmin コマンド
デフォルトの IBM WebSphere Application Server 管理証明情報またはリポジトリー
証明情報を変更する場合は、AppServerAdmin コマンドを使用して、構成全体の新規
証明情報を更新します。

場所
root_directory/InformationServer/ASBServer/bin ディレクトリーからコマンドを
発行します。
AppServerAdmin コマンドには、-was と -db の 2 つのオプションがあります。
-was オプション
デフォルトの IBM WebSphere Application Server アドミニストレーターの
ユーザー名とパスワードを変更する場合は、このコマンドで WebSphere
Application Server 構成全体のユーザー名とパスワードを更新します。
次の場合、WebSphere Application Server アドミニストレーターのデフォル
トのユーザー名とパスワードを変更できます。
v WebSphere Application Server 管理コンソールで WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリー構成を変更し、現行ユーザー・レジストリ
ーのサーバー ID とパスワードを変更するか、新規ユーザー・レジストリ
ーを構成する場合。
v 構成済みユーザー・レジストリーから WebSphere Application Server のデ
フォルト・アドミニストレーターを削除するか、またはデフォルト・アド
ミニストレーター・ユーザーのパスワードを変更するか有効期限が切れた
場合。
WebSphere Application Server のデフォルト・アドミニストレーターの証明
情報が変更されるたびに、-was オプションを実行する必要があります。
-db オプション
リポジトリーのユーザー証明情報は、WebSphere Application Server が IBM
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーに接続するために
使用されます。メタデータ・リポジトリーのユーザー・アカウントは通常
は、「xmeta」と呼ばれます。リポジトリーのユーザー・パスワードを変更
する場合は、このコマンドで WebSphere Application Server および
InfoSphere Information Server 構成全体に渡って、パスワードを更新しま
す。
リポジトリーのユーザー・パスワードを変更するたびに、このコマンドを実
行する必要があります。
このアカウントのユーザー名は変更できません。
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構文
-was オプションのコマンド構文は次のとおりです。
Windows

AppServerAdmin.bat -was -user username [-password password]
Linux

UNIX

AppServerAdmin.sh -was -user username [-password password]

-db オプションのコマンド構文は次のとおりです。
Windows

AppServerAdmin.bat -db -user repository_userid [-password repository_password]
Linux

UNIX

AppServerAdmin.sh -db -user repository_userid [-password repository_password]

パラメーター
-was
WebSphere Application Server 構成全体に渡って、新規ユーザー証明情報を更新
します。このコマンドの実行には、WebSphere Application Server が稼働してい
る必要はありません。WebSphere Application Server が実行中の場合は、このコ
マンドを実行後、再始動する必要があります。
-user

新規の WebSphere Application Server ユーザー名です。

-password
オプション。WebSphere Application Server ユーザーの新規パスワード
です。パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、
encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングとして指定すること
もできます。パスワードを指定しない場合は、パスワードの入力を求め
るプロンプトが出されます。
-db
WebSphere Application Server 構成および InfoSphere Information Server 構成全
体に渡って、新規ユーザー・パスワードを更新します。このコマンドの実行に
は、WebSphere Application Server が稼働している必要はありません。
WebSphere Application Server が実行中の場合は、このコマンドを実行後、再始
動する必要があります。
-user

リポジトリーのユーザー名です。
重要: このコマンドを使用してユーザー名を変更しないでください。

-password
オプション。リポジトリー・ユーザーの新規パスワード。パスワード
は、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを使
用して暗号化したストリングとして指定することもできます。パスワー
ドを指定しない場合は、パスワードの入力を求めるプロンプトが出され
ます。
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ASB_managers.ear アプリケーションの RunAs ユーザーの変更
IBM InfoSphere Information Services Director でのアプリケーションのデプロイおよ
びアンデプロイに、デフォルトの 1 次 IBM WebSphere Application Server アドミ
ニストレーター・ロール以外の管理ロールを使用することができます。このオプシ
ョンは、1 次 WebSphere Application Server アドミニストレーター証明情報の伝搬
に関するセキュリティー上の懸念がある場合に使用できます。

このタスクについて
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) レジストリーへの切り替え手順の一部
として、AppServerAdmin -was コマンドを実行して、1 次 WebSphere Application
Server アドミニストレーター・ユーザー証明情報を WebSphere Application Server
のいくつかの場所に伝搬する必要があります (例えば、ASB_managers.ear 内の
RunAs ユーザー)。
WebSphere Application Server 管理ロールの詳細については、次の資料を参照してく
ださい。
v 7.0 での管理ロール
v 8.0 での管理ロール
1 次 WebSphere Application Server アドミニストレーター証明情報を伝搬する IBM
InfoSphere Information Server に関して懸念がある場合は、デプロイヤー・ロール
(WebSphere Application Server アドミニストレーター・ロールよりも所持する許可
が少ない) などの他のロールを使用して、ASB_managers.ear 内の RunAs ユーザー
としてタスクを遂行できます。

手順
ASB_managers.ear アプリケーションの RunAs ロールを、デプロイヤー管理特権を
持つユーザーで更新するには、次の手順で行います。
1. WebSphere 管理コンソールで、「ユーザーとグループ」 > 「管理ユーザー・ロ
ール」 > 「追加」をクリックします
2. 既存のユーザーに WebSphere デプロイヤー・ロールを割り当てます。
v 6.1 の場合: このロールの割り当て先ユーザーを入力して、「デプロイヤー」
を選択します。
v 7.0 の場合: 「デプロイヤー」を選択して、このロールの割り当て先ユーザー
を検索します。そのユーザーを選択して、「ロールにマップ済み」リストに追
加します。
「OK」をクリックしてから「保存」をクリックします。
3. 管理コンソールの「ユーザーの RunAs ロール」ページを表示します。
v 6.1 の場合: 「アプリケーション」 > 「エンタープライズ・アプリケーショ
ン」 > 「ASB_managers.ear」 > 「ユーザーの RunAs ロール」をクリック
します。
v 7.0 の場合: 「アプリケーション」 > 「アプリケーション・タイプ」 >
「WebSphere エンタープライズ・アプリケーション」 >
「ASB_managers.ear」 > 「ユーザーの RunAs ロール」をクリックします。
4. ASB_managers.ear アプリケーションの RunAs ロールを更新します。
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a. 現行 RunAs ユーザーを削除します。
b. ステップ 2 で構成したユーザーを、新規 RunAs ユーザーとして追加しま
す。
5. WebSphere Application Server を再始動します。

タスクの結果
この構成を使用して、IBM InfoSphere Information Services Director でアプリケーシ
ョンをデプロイおよびアンデプロイすることができます。

DirectoryAdmin ツール
DirectoryAdmin ツールには、メタデータ・リポジトリーと対話して、さまざまな
IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー・タスクを実行するのに
使用できるコマンド・ライン・インターフェースが用意されています。このツール
とこれらのコマンドは、実動環境にあるシステムのレジストリー構成を変更する場
合の InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーの構成やリポジト
リーのクリーンアップなどの拡張構成、あるいは、タスクのトラブルシューティン
グまたはリカバリーのためにのみ使用してください。
このツールは、InfoSphere Information Server ディレクトリーの ASBServer¥bin ディ
レクトリー (例えば、C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin) にあります。

IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーにユ
ーザーを作成
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーにユーザーを作成す
るには、以下のコマンドを使用します。このコマンドは、トラブルシューティング
またはリカバリーを行う場合、またはドキュメント内の他の手順で指定されている
場合にのみ使用してください。
このコマンドの実行には、IBM WebSphere Application Server が稼働している必要
はありません。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -password password
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -password password

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のパラメーターを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
作成するユーザーの名前を指定します。
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-password password
作成するユーザーのパスワードを指定します。パスワードは、プレーン・テキス
トとして指定することも、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングと
して指定することもできます。

ユーザー・パスワードの再設定
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用する場合、こ
のコマンドを使用して、ユーザーの証明情報を設定またはリセットすることができ
ます。このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーを行う場合、ま
たはドキュメント内の他の手順で指定されている場合にのみ使用してください。
このコマンドの実行には、IBM WebSphere Application Server が稼働している必要
はありません。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -password password
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -password password

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
パスワードを再設定する必要のあるユーザーの名前を指定します。
-password password
設定するユーザー・パスワードを指定します。パスワードは、プレーン・テキス
トとして指定することも、encrypt コマンドを使用して暗号化したストリングと
して指定することもできます。

ユーザーへの IBM InfoSphere Information Server アドミニストレ
ーター・ロールの割り当て
ユーザーに IBM InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーター・
ロールを追加するには、次のコマンドを使用します。このコマンドは、ユーザー・
レジストリー構成を修正する場合、またはドキュメント内の他の手順で指定されて
いる場合にのみ使用してください。
IBM WebSphere Application Server は、checkid オプションも使用されていない限
り、このコマンドを実行するときに稼働中である必要はありません。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username
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-admin [-checkid]

Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -admin [-checkid]

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のパラメーターを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
スイート・アドミニストレーターにするユーザーの名前を指定します。ユーザー
ID の構文は、IBM WebSphere Application Server に構成されているユーザー・
レジストリー (ローカル、オペレーティング・システム、LDAP、またはカスタ
ム) によって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前
は大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。 DN の取得についての詳細は、 58 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。
注: LDAP 完全修飾名のように長い構成されたユーザー ID のユーザーを追加す
るには、コマンドを使用するときに、ユーザー ID を二重引用符で囲みます。
-admin
InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーター・ロールをユー
ザーに割り当てます。
-checkid
(オプション) 指定されたユーザー ID にスイート・アドミニストレーター・ロ
ールを適用する前に、そのユーザー ID が存在することを確認してください。

構成済みユーザー・レジストリーにユーザーが存在するかどうかの確
認
このコマンドは、構成済みユーザー・レジストリーにユーザー名が存在するかどう
かを確認する場合に使用します。このコマンドは、トラブルシューティングまたは
リカバリーを行う場合、または資料内の他の手順で指定されている場合にのみ使用
してください。
v このコマンドを実行するには、IBM WebSphere Application Server が稼働してい
る必要があります。
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構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -checkid [-admin]
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -checkid [-admin]

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
検索対象のユーザー名を指定します。ユーザー ID の構文は、IBM WebSphere
Application Server に構成されているユーザー・レジストリー (ローカル、
OS、LDAP、またはカスタム) によって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前
は大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。 DN の取得についての詳細は、 58 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。
注: LDAP 完全修飾名などの長い構成されたユーザー ID を持つユーザーを含め
るには、コマンドを使用するときに、ユーザー ID を二重引用符で囲みます。
-checkid
セキュリティー・ディレクトリーにユーザーを作成または更新する前に、指定さ
れたユーザー ID が構成済みディレクトリーに既に存在することを確認してく
ださい。
-admin
(オプション) ユーザーへの IBM InfoSphere Information Server スイート・アド
ミニストレーター・ロールの割り当ては、そのユーザーが存在する場合に行いま
す。

内部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM InfoSphere
Information Server ユーザー・レジストリーを構成する
このコマンドを使用すると、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジスト
リーは内部ユーザー・レジストリーを指します。
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このコマンドの実行には、IBM WebSphere Application Server が稼働している必要
はありません。IBM WebSphere Application Server が稼働中の場合、これらの変更
を有効にするには、再始動する必要があります。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。IBM
WebSphere Application Server の始動時に自動構成メカニズムに何らかのエラーがあ
った場合は、DirectoryAdmin コマンドを使用して強制的にプロバイダーを変更でき
ます。このコマンドは、リカバリーまたは解決のメカニズムとして使用できます。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider ISF

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-set_provider
アクティブするプロバイダーを設定するコマンド・ライン・オプション。
ISF
内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server ユ
ーザー・レジストリーをツールで構成する必要があることを示します。

アプリケーション・サーバー・レジストリーを使用するように IBM
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーを構成する
このコマンドを使用すると、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジスト
リーはアプリケーション・サーバー・レジストリーを指します。
このコマンドの実行には、アプリケーション・サーバーが稼働している必要はあり
ません。稼働中の場合は、これらの変更を有効にするために、再始動する必要があ
ります。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。アプリケ
ーション・サーバーの始動時に自動構成メカニズムに何らかのエラーがあった場合
は、DirectoryAdmin コマンドを使用して強制的にプロバイダーを変更できます。こ
のコマンドは、リカバリーまたは解決のメカニズムとして使用できます。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -set_provider J2EE
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パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-set_provider
アクティブするプロバイダーを設定するコマンド・ライン・オプション。
J2EE
IBM WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーを使用するように
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーをツールで構成する必要
があることを示します。

IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーから
のユーザーの削除
このコマンドは、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーからユ
ーザーを削除する場合に使用します。このコマンドは、InfoSphere Information
Server ユーザー・レジストリー内のすべてのユーザーを削除します。LDAP または
ローカルのオペレーティング・システムのユーザー・レジストリーなどの外部ユー
ザー・レジストリーを使用している場合、このコマンドは、内部リポジトリーに作
成されたユーザーのプロキシーとそのロール割り当てのみを削除します。
このコマンドの実行には、IBM WebSphere Application Server が稼働している必要
はありません。このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーのため
にのみ使用してください。
このコマンドは、システムが実動環境に移動した後にユーザー・レジストリー構成
を変更する場合に使用できます。このコマンドは、すべてのユーザーのセキュリテ
ィー設定をすべて削除します。その後、別のユーザー・レジストリーに安全に切り
替えることができます。
重要: このコマンドは、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内の
すべてのユーザーを削除します。IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル から、ユーザーを選択して削除できます。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_users
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_users

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-delete_users
IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内のすべてのユーザ
ーを削除します。
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IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーから
のグループの削除
このコマンドは、IBM InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリーからグ
ループを削除する場合に使用します。このコマンドは、InfoSphere Information
Server ユーザー・レジストリー内のすべてのグループを削除します。LDAP または
ローカルのオペレーティング・システム・ユーザー・レジストリーなどの外部レジ
ストリーを使用している場合、このコマンドは、内部リポジトリーに作成されたグ
ループのプロキシーとそのロール割り当てのみを削除します。
このコマンドの実行には、IBM WebSphere Application Server が稼働している必要
はありません。このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーのため
にのみ使用してください。
このコマンドは、システムが実動環境に移動した後にユーザー・レジストリー構成
を変更する場合に使用できます。このコマンドは、すべてのグループのセキュリテ
ィー設定をすべて削除します。これにより、別のレジストリーに安全に切り替える
ことができます。
重要: このコマンドは、InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内の
すべてのグループを削除します。IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル から、グループを選択して削除できます。
このコマンドはトラブルシューティングのためにのみ使用してください。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -delete_groups
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -delete_groups

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-delete_groups
InfoSphere Information Server ユーザー・レジストリー内のすべてのグループを
削除します。

構成済みユーザー・レジストリー内のユーザーの検索
このコマンドを使用して、ユーザー名の基準を指定し、構成済みのユーザー・レジ
ストリー内でその基準に合致するユーザーのリストを返します。このコマンドは、
トラブルシューティングまたはリカバリーのためにのみ使用してください。
このコマンドを実行するには、IBM WebSphere Application Server が稼働している
必要があります。
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構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -search -idp userid_pattern -max_count maxcount
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -search -idp userid_pattern -max_count maxcount

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-search
DirectoryAdmin コマンドで検索を実行することを、指定します。
-idp
検索対象のユーザー名パターンを指定します。パターンには、完全なユーザー名
が含まれるか、あるいは完全なユーザー名を使用しない場合は、先頭または末尾
にアスタリスク (*) を追加してユーザー名の一部が含まれている必要がありま
す。例えば、DirectoryAdmin -user -search -idp a* -max_count 4 を使用する
と、ユーザー名が「a」で始まるすべてのユーザーを検索します。
-max_count
検索の一環として返されるユーザーの数を制限します。

構成済みユーザー・レジストリー内のグループの検索
このコマンドを使用して、グループ名の基準を指定し、構成済みのユーザー・レジ
ストリー内でその基準に合致するグループのリストを返します。このコマンドは、
トラブルシューティングまたはリカバリーのためにのみ使用してください。
このコマンドを実行するには、IBM WebSphere Application Server が稼働している
必要があります。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -group -search -idp groupid_pattern -max_count maxcount
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -group -search -idp groupid_pattern -max_count maxcount

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-group
このタスクがグループを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-search
DirectoryAdmin コマンドで検索を実行することを、指定します。
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-idp
検索対象のグループ ID パターンを指定します。このパターンには、完全なグ
ループ名が含まれるか、あるいは、完全なグループ名を使用しない場合は、先頭
または末尾にアスタリスク (*) を追加してグループ名の一部が含まれている必
要があります。例えば、「-idp group*」と設定すると、「groupname」または
「grouplogin」など、「group」で始まるすべてのグループが返されます。
-max_count
検索の一環として返されるグループの数を制限します。

ユーザー詳細の表示
このコマンドを使用して、ユーザーについての詳細情報 (例えば、ユーザー名また
はユーザーが属するグループに割り当てられたセキュリティー・ロールなど) を照
会します。このコマンドは、トラブルシューティングまたはリカバリーのためにの
み使用してください。
このコマンドを実行するには、IBM WebSphere Application Server が稼働している
必要があります。

構文
Windows

DirectoryAdmin.bat -user -userid username -display
Linux

UNIX

DirectoryAdmin.sh -user -userid username -display

パラメーター
DirectoryAdmin コマンドに、次のオプションを使用できます。
-user
このタスクがユーザーを対象にすることを示すコマンド・ライン・オプション。
-userid username
詳細を検索する対象のユーザー名を指定します。ユーザー ID の構文は、IBM
WebSphere Application Server に構成されているユーザー・レジストリー (ロー
カル、OS、LDAP、またはカスタム) によって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前
は大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。 DN の取得についての詳細は、 58 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。
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注: LDAP 完全修飾名のように長い構成されたユーザー ID のユーザーを追加す
るには、ツールを使用するときに、ユーザー ID を二重引用符で囲みます。
-display
ユーザー名に関連付けられた詳細情報を表示します。

DirectoryAdmin ツールを使用したトラブルシューティングの例
IBM InfoSphere Information Server を管理している間に次の問題が発生した場合は、
DirectoryAdmin ツールを使用すると、問題を判別して対処するのに役立ちます。

失われたユーザー・パスワード
この例は、内部ユーザー・レジストリー構成にのみ適用できます。コマンド・ライ
ンから、次のコマンドを入力します。
DirectoryAdmin.bat -user -userid admin_user_id -password new_password

パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを使用
して暗号化したストリングとして指定することもできます。
注: 複数の InfoSphere Information Server スイート・アドミニストレーターが存在す
る場合は、代わりにいずれかのアドミニストレーターに、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール にログインして失われたユーザー・パスワード
を IBM InfoSphere Information Server Web コンソール でリセットするよう依頼で
きます。

ユーザー・レジストリー構成が機能しておらず、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールにログインできない
IBM InfoSphere Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用するようにユ
ーザー・レジストリー構成をリセットするには、次のようにします。
1. コマンド・ラインから次のコマンドを入力して、InfoSphere Information Server
内部ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server を
設定します。
DirectoryAdmin.bat -set_provider ISF

2. 次のコマンドを使用して、デフォルトの InfoSphere Information Server スイー
ト・アドミニストレーター・ユーザーを作成します。
DirectoryAdmin.bat -user -userid default_isadmin_userid -password password
-admin

パスワードは、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コマンドを
使用して暗号化したストリングとして指定することもできます。
3. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインし、InfoSphere
Information Server 内部ユーザー・レジストリーを使用するように IBM
WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーを設定します。
IBM WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーを使用するようにユー
ザー・レジストリー構成をリセットするには、次のようにします。
1. IBM WebSphere Application Server ユーザー・レジストリーが、ローカルのオペ
レーティング・システム・ユーザー・レジストリーまたは選択した LDAP 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ことを確認します。
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2. コマンド・ラインから次のコマンドを入力して、IBM WebSphere Application
Server ユーザー・レジストリーを使用するように InfoSphere Information Server
を設定します。
DirectoryAdmin.bat -set_provider J2EE

3. 次のコマンドを入力することにより、必要なセキュリティー・ロールをユーザー
に割り当てて、そのユーザーをデフォルトの InfoSphere Information Server スイ
ート・アドミニストレーターにします。
DirectoryAdmin.bat -user -userid default_isadmin -admin

デフォルトの InfoSphere Information Server アドミニストレーター・ユーザーの
構文は、IBM WebSphere Application Server に構成されているユーザー・レジス
トリーによって異なります。
UNIX 上のローカル OS
UNIX ユーザー ID を指定します。例えば、「isadmin」です。
Windows 上のローカル OS
COMPUTER_NAME¥userid。例えば、MYSERVER¥isadmin です。ここ
で、MYSERVER は Microsoft Windows コンピューターの名前です。
Microsoft Windows コンピューターがドメインに登録されている場合
は、構文は、同様に DOMAIN_NAME¥userid のようになります。名前は
大文字でなければなりません。
LDAP 完全識別名 (DN、distinguished name) を、大/小文字を適切に区別して指
定します。 DN の取得についての詳細は、 58 ページの『LDAP 識別名
(DN) の判別』を参照してください。

DirectoryCommand ツール
DirectoryCommand ツールを使用して、Web コンソールから実行できるものと同じ
操作をいくつか実行できます。このツールを使用して、ユーザーの追加、グループ
の追加、グループへのユーザーの追加、ユーザーへのロールの追加、グループへの
ロールの追加などを行うことができます。

使用法
サービス層では、コマンドは次の場所にインストールされます。
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/ASBServer/bin/DirectoryCommand.sh

IS_install_path\ASBServer\bin\DirectoryCommand.bat

クライアント上では、コマンドは次の場所にインストールされます。
v

Linux

v

Windows

UNIX

IS_install_path/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh

IS_install_path\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat

このコマンドには、別々の操作を制御するさまざまなオプションがあります。この
ツールは、複数の操作の同時指定をサポートします。例えば、-add_user オプション
と -add_group オプションの両方を同時に指定してツールを実行できます。 -file オ
プションを使用して操作をバッチで実行することも、スクリプト内で操作を実行す
ることもできます。このトピックの最後に示す例を参照してください。
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構文
DirectoryCommand
[-{add_ds_credentials | ds_cred} value]
[-{add_group | a_grp} value]*
[-{add_user | a_usr} value]*
[-{add_users_group | a_usr_grp} value]*
[-{assign_group_roles | grp_roles} value]*
[-{assign_user_roles | usr_roles} value]*
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} value]
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} value]
[-authfile value]
[-{datastage_server | ds_svr} value]
[-{delete_group | del_grp} value]
[-{delete_user | del_usr} value]
[-{details | det}]
[-{file | f} value]
[-force]
[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
[-{help | ?}]
[-host value]
[-list value]
[-{log | l} value]
[-{logerror | error} value]
[-{loginfo | info} value]
[-{loglevel | level} value]
[-{password | pwd} value]
[-port value]
[-primary]
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} value]
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} value]
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} value]
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} value]
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} value]
[-{results | res} value]
[-{separator | sep} value]
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} value]
[-{set_shared_registry | shr_reg} value]
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} value]
[-{update_group | upd_grp} value]
[-{update_user | upd_usr} value]
[-{user | usr} value]
[-{verbose | v}]

値リストとサブリスト
稼働パラメーターのほとんどに、リストとサブリストからなる値が指定されます。
v リストは、文字で区切られた値のセットです。この文字は、デフォルトではチル
ド (~) です。リストによっては、リスト内の値の位置によって、実際に割り当て
られる値が決定されることがあります (例えば、-add_group オプションや
-add_user オプションなど)。すべての値を割り当てない場合は、位置を判別でき
るように、リストの値ごとに次のように区切り文字を少なくとも指定する必要が
あります。
ListValue1~ListValue2~~~ListValue5~~~~

例えば、追加ユーザー ID を割り当てて、パスワード、役職、および E メール・
アドレスを指定する場合は、次のようなリストを使用します。
-add_user dsadm~dsadmpassword~~~DataStage administrator~~~~~~~~dsadm@localhost

v サブリストも同様に、文字で区切られた値のセットです。この文字は、デフォル
トではチルド (~) です。サブリストがリストと異なる点は、サブリストに別の文
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字で区切られた別のサブリストが付随することです。この文字は、デフォルトで
はドル記号 ($) です。サブリストの場合、値は定位置ではありません。各サブリ
ストの値は、付随するサブリストの値に割り当てられます。
Sublist1Value1~Sublist1Value2$Sublist2Value1$Sublist3Value1~Sublist3Value2

例えば、次のサブリストは、右側のサブリストのロールを、左側のサブリストの
ユーザーに割り当てるために使用されます。
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin

パラメーター
[-{add_ds_credentials | ds_cred} value ]
1 つ以上のユーザー資格情報を、エンジンに対する指定されたオペレーティン
グ・システム・ユーザー資格情報にマップします。このエンジン
は、-datastage_server オプションによって指定されます。値は、次のような構文
で 1 つのストリングとして指定します。
userID[~userID]*$credUserID~credPassword

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数のユーザー ID が指定されている場合は、これらのユーザーすべて
に指定した資格情報が割り当てられます。パスワード値は、プレーン・テキスト
として指定することも、encrypt コマンドを使用して暗号化されたテキストとし
て指定することもできます。
[-{add_group | a_grp} value]*
グループを作成します。このオプションは複数回繰り返して指定できます。値
は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId~name~groupType~webAddress
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。
[-{add_user | a_usr} value]*
ユーザーを作成します。このオプションは複数回繰り返して指定できます。値
は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId~password~firstName~lastName
~title~jobTitle~homePhoneNumber~imName
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。パスワード値は、プレーン・テキストとして指定することも、encrypt コ
マンドを使用して暗号化されたテキストとして指定することもできます。
[-{add_users_group | a_usr_grp} value]*
グループにユーザーを追加します。このオプションは複数回繰り返して指定でき
ます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId[~userId]*$groupId[~groupId]*
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値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、一方のサブリストの各項目が、他
方のサブリストの各項目に割り当てられます。
[-{assign_group_roles | grp_roles} value]*
グループにロールを割り当てます。このオプションは複数回繰り返して指定でき
ます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId[~groupID]*$roleID[~roleID]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、一方のサブリストの各項目が、他
方のサブリストの各項目に割り当てられます。
[-{assign_user_roles | usr_roles} value]*
役割をユーザーに割り当てます。このオプションは複数回繰り返して指定できま
す。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、一方のサブリストの各項目が、他
方のサブリストの各項目に割り当てられます。
[-{assign_project_group_roles | proj_grp_roles} value]
プロジェクト・グループ・ロールを割り当てます。このオプションは複数回繰り
返して指定できます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定し
ます。
projectName[~projectName]*$groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、それぞれのサブリストの各項目
が、他のサブリストの各項目に割り当てられます。 projectName 値は大/小文字
の区別があり、DSServer/projectID のフォーマットで指定する必要があります。
-list DSPROJECTS オプションを使用して、プロジェクト名のリストを表示でき
ます。
[-{assign_project_user_roles | proj_usr_roles} value]
プロジェクト・ユーザー・ロールを割り当てます。このオプションは複数回繰り
返して指定できます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定し
ます。
projectName[~projectName]*$userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、それぞれのサブリストの各項目
が、他のサブリストの各項目に割り当てられます。 projectName 値は大/小文字
の区別があり、DSServer/projectID のフォーマットで指定する必要があります。
-list DSPROJECTS オプションを使用して、プロジェクト名のリストを表示でき
ます。
[-authfile value]
このコマンドを実行する管理者ユーザー ID の資格情報として、指定した資格
情報ファイルを使用します。 -authfile オプション、または -user オプションと
-password オプションが必要です。
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[-{datastage_server | ds_svr} value]
共有レジストリーを設定するとき、およびデフォルトのエンジン資格情報を設定
および取得するときに使用する、InfoSphere Information Server エンジンのホス
ト名を指定します。値にスラッシュ文字 (/) が含まれていてはなりません。IBM
InfoSphere Information Server に登録されているエンジンと照らし合わせて、こ
の値の妥当性が検査されます。エンジンが見つからず、-force オプションが指定
されていない場合、DirectoryCommand ツールは取り消され、終了します。
[-{delete_group | del_grp} value]
既存のグループを削除します。値は、次のような構文で 1 つのストリングとし
て指定します。
groupID[~groupID]*

-force オプションが指定されていなければ、削除の確認を求めるプロンプトが出
されます。指定されたグループが存在しない場合、そのグループは無視されま
す。
[-{delete_user | del_usr} value]
既存のユーザーを削除します。値は、次のような構文で 1 つのストリングとし
て指定します。
userID[~userID]*

-force オプションが指定されていなければ、削除の確認を求めるプロンプトが出
されます。指定されたユーザーが存在しない場合、そのユーザーは無視されま
す。
[-{details | det}]
USERS および GROUPS の -list オプションと一緒に使用した場合に、出力に
追加情報を表示します。
[-{file | f} value]
ファイルからコマンドを読み取ります。-file オプションを指定すると、指定し
たその他のコマンド・オプションは無視されます。-file オプションの使用例に
ついては、このトピックの最後を参照してください。 file オプションを使用し
て多数のユーザーをロードする場合は、サーバーのタイムアウトを防ぐために、
各ファイルに含まれるユーザー数がおよそ 100 になるようにユーザーを分割し
てください。
[-force]
妥当性検査に合格しない操作を強制的に続行します。 -force オプションを指定
すると、次の妥当性検査が省略されます。
v -datastage_server オプションに指定された値の検査。
v -get_default_ds_credentials オプションに指定されたエンジン・ホスト名の検
査。
v -set_default_ds_credentials オプションに指定されたエンジン・ホスト名の検
査。
v -set_shared_registry オプションに指定されたエンジン・ホスト名の検査。
-force オプションは、-delete_user オプションと -delete_group オプションの確認
も抑止します。
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[-{get_default_ds_credentials | get_dflt_ds_cred}]
-datastage_server オプションに指定された InfoSphere Information Server エンジ
ンのデフォルト資格情報を取り出します。
[-{help | ?}]
使用法の情報を表示します。
[-host value]
ホスト・コンピューター名。デフォルト値は localhost です。
[-list value]
既存のユーザー、グループ、またはロールをリストします。値は、次のような構
文で 1 つのストリングとして指定します。
type[~type]*

タイプの値は USERS、GROUPS、ROLES、DSPROJECTS、または ALL のいず
れかです。
[-{log | l} value]
すべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力します。
[-{logerror | error} value]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
[-{loginfo | info} value]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。
[-{password | pwd} value]
このコマンドを実行する管理者ユーザー ID のパスワード。
[-port value]
ホスト・コンピューターの HTTP ポート。デフォルトは 9080 です。
[-primary]
1 次サービス・ホストにログインします (使用可能な場合)。このオプションを
使用する場合は、-host オプションと -port オプションは無視されます。
[-{remove_group_roles | rm_grp_roles} value]
グループからロールを削除します。このオプションは複数回繰り返して指定でき
ます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、ロール・サブリストの各項目が、
グループ・サブリストの各項目から削除されます。
[-{remove_project_group_roles | rm_proj_grp_roles} value]
プロジェクト・ユーザー・ロールを削除します。このオプションは複数回繰り返
して指定できます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定しま
す。
projectName[~projectName]*$groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*
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複数の項目を含むサブリストの場合は、グループおよびロールのサブリストの各
項目が、プロジェクト・サブリストの各項目から削除されます。 projectName
値は大/小文字の区別があり、DSServer/projectID のフォーマットで指定する必要
があります。 -list DSPROJECTS オプションを使用して、プロジェクト名のリ
ストを表示できます。
[-{remove_project_user_roles | rm_proj_usr_roles} value]
プロジェクト・ユーザー・ロールを削除します。このオプションは複数回繰り返
して指定できます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定しま
す。
projectName[~projectName]*$userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

複数の項目を含むサブリストの場合は、ユーザーおよびロールのサブリストの各
項目が、プロジェクト・サブリストの各項目から削除されます。 projectName
値は大/小文字の区別があり、DSServer/projectID のフォーマットで指定する必要
があります。 -list DSPROJECTS オプションを使用して、プロジェクト名のリ
ストを表示できます。
[-{remove_user_roles | rm_usr_roles} value]
ユーザーからロールを削除します。このオプションは複数回繰り返して指定でき
ます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
userId[~userId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、ロール・サブリストの各項目が、
ユーザー・サブリストの各項目から削除されます。
[-{remove_users_group | rm_usr_grp} value]
グループからロールを削除します。このオプションは複数回繰り返して指定でき
ます。値は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
groupId[~groupId]*$roleId[~roleId]*

値には少なくとも 1 つのサブリスト区切り文字 ($) が含まれている必要があり
ます。複数の項目を含むサブリストの場合は、ロール・サブリストの各項目が、
グループ・サブリストの各項目から削除されます。
[-{results | res} value]
すべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力します。
[-{separator | sep} value]
デフォルトのリスト区切り文字 (~) をオーバーライドします。この値として
は、任意の単一文字を指定できます。
[-{set_default_ds_credentials | set_dflt_ds_cred} value]
デフォルトの InfoSphere Information Server エンジン資格情報を設定します。値
は、次のような構文で 1 つのストリングとして指定します。
credUserId~credPassword

値には少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があります。パラ
メーターをただ 1 つ指定した場合は、デフォルトの資格情報がクリアされま
す。 -datastage_server オプションによって指定されたサーバーに対して、資格情
報が設定されます。指定したエンジンは、InfoSphere Information Server に登録
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されている必要があります。パスワード値は、プレーン・テキストとして指定す
ることも、encrypt コマンドを使用して暗号化されたテキストとして指定するこ
ともできます。
[-{set_shared_registry | shr_reg} value]
InfoSphere Information Server および InfoSphere DataStage が同じユーザー・レ
ジストリーを共有するかどうかを示すフラグを設定します。
[-{sub_list_separator | sub_list_sep} value]
デフォルトのリスト区切り文字 ($) をオーバーライドします。この値として
は、任意の単一文字を指定できます。
[-{update_group | upd_grp} value]*
既存のグループを更新します。このオプションは複数回繰り返して指定できま
す。更新するグループが存在している必要があります。値は、次のような構文で
1 つのストリングとして指定します。
groupId~name~groupType~webAddress
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。グループ設定に対して値「!」を指定すると、設定値がクリアされます。
[-{update_user | upd_usr} value]
既存のユーザーを更新します。このオプションは複数回繰り返して指定できま
す。更新するユーザーが存在している必要があります。値は、次のような構文で
1 つのストリングとして指定します。
userId~password~firstName~lastName
~title~jobTitle~homePhoneNumber~imName
~location~officePhoneNumber~cellPhoneNumber
~pagerNumber~faxNumber~emailAddress
~businessAddress~organization

値の各項目には、少なくとも 1 つの区切り文字 (~) が含まれている必要があり
ます。パスワード以外のユーザー設定に対して値「!」を指定すると、設定値が
クリアされます。パスワード値は、プレーン・テキストとして指定することも、
encrypt コマンドを使用して暗号化されたテキストとして指定することもできま
す。
[-{user | usr} value]
このコマンドを実行する管理者ユーザー ID。-authfile オプション、または -user
オプションと -password オプションが必要です。
[-{verbose | v}]
ロギング・メッセージ以外の詳細なランタイム出力を表示します。

よく使用されるプロジェクトにユーザーを素早く追加するスクリプト
の作成
さまざまなグループ割り当てを指定して、新規 InfoSphere DataStage ユーザーを複
数のプロジェクトに定期的に追加しているとします。次のように、これらの操作を
実行するためのスクリプトを作成できます。

160

管理ガイド

UNIX

Linux

#!/bin/sh
echo Adding a typical DataStage user with the default password.
npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
cmd=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh
af=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf/isadmin.credentials
echo New user ID to create:
read nuser
$cmd -authfile $af -a_usr $nuser~$npass~~~~~~~~~~~~~~
$cmd -authfile $af -usr_roles $nuser\$$nrole
$cmd -authfile $af -a_usr_grp $nuser\$dsusr~qsusr
$cmd -authfile $af -proj_usr_roles \
HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev~\$$nuser\$$nrole
Windows

@echo off
setlocal
echo Adding a typical DataStage user with the default password.
set
set
set
set

npass={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
nrole=DataStageUser
cmd=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin\DirectoryCommand.bat
af=C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\isadmin.credentials

echo New user ID to create
set /p nuser="--> "
call %cmd% -authfile %af% -a_usr %nuser%~%npass%~~~~~~~~~~~~~~
call %cmd% -authfile %af% -usr_roles %nuser%$%nrole%
call %cmd% -authfile %af% -a_usr_grp %nuser%$dsusr~qsusr
call %cmd% -authfile %af% ^
-proj_usr_roles HOSTNAME/DSProd~HOSTNAME/DSDev$%nuser%$%nrole%

このスクリプトは、指定されたユーザー ID を作成し、デフォルト・パスワードを
割り当てます。このパスワードは、encrypt コマンドを使用して暗号化され、スクリ
プトに貼り付けられたものです。(プレーン・テキストのパスワードを記載した E
メールをユーザーに送信して、最初のログイン時にそのパスワードを変更するよう
に依頼することもできます。) その後、DirectoryCommand はユーザーを
DataStageAndQualityStageUser ロールに割り当てます。ユーザーは dsusr グループと
qsusr グループに割り当てられます。さらにユーザーは、指定された InfoSphere
Information Server エンジン上の DSProd プロジェクトと DSDev プロジェクトに割
り当てられます。ロール、グループ、およびプロジェクトは、すべてあらかじめ作
成されていることが必要です。

-file オプションを使用したユーザーのマイグレーション
1. ユーザーのリストを作成します。
DirectoryCommand -authfile admin.creds -host original_server
-list ALL -results userlist.txt

2. 次のようにユーザーのリストを編集して、-file オプションに使用できるフォーマ
ットにします。
-add_user
-add_user
-add_user
-add_user

TestOper~TempP4ss~TestOperFirst~TestOperLast~~~~~~~~~~~~;
TestSuOper~TempP4ss~TestSuOperFirst~TestSuOperLast~~~~~~~~~~~~;
TestProMan~TempP4ss~TestProManFirst~TestProManLast~~~~~~~~~~~~;
adminUser~TempP4ss~adminUserFirst~adminUserLast~~~~~~~~~~~~;
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-add_user wasUser~TempP4ss~wasUserFirst~wasUserLast~~~~~~~~~~~;
-assign_user_roles TestOper$SuiteUser~DataStageUser~FastTrackUser~GlossaryUser;
-assign_user_roles TestSuOper$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles TestProMan$SuiteUser~DataStageUser;
-assign_user_roles adminUser$SuiteUser~DataStageAdmin;
-assign_user_roles wasUser$SuiteAdmin~DataStageAdmin;
-add_group TestGroup~TestGroup~TestGroup~~~~~~~~~;
-add_users_group TestOper~TestSuOper~TestProMan~adminUser$TestGroup;

3. ディレクトリー・コマンドを実行して、ユーザーを新規サーバーにマイグレーシ
ョンします。
DirectoryCommand -authfile admin.creds -host new_server -file userlist.txt

Encrypt コマンド
encrypt コマンドは、ユーザー資格情報を暗号化するために使用する手段です。暗号
化されたストリングは資格情報ファイルに保管でき、コマンド・ラインでさまざま
な IBM InfoSphere Information Server ツールに対して使用することもできます。
このコマンドは Advanced Encryption Standard (AES) 128 ビット暗号化をデフォル
ト・プロバイダーとして使用します。この規格は、米国の輸出規定要件を満たして
います。ユーザー独自のパスワード暗号化アルゴリズムを提供することもできま
す。

encrypt コマンドの実行
encrypt コマンドをコマンド・ウィンドウで実行すると、テキスト・ストリングが暗
号化されます。この暗号化およびエンコードされたストリングは、後で資格情報フ
ァイル内のユーザー資格情報として使用できます。このコマンドを使用して、暗号
化対象のデータを暗号化することもできます。提供されたデフォルト暗号化プロバ
イダーを使用することも、ユーザー独自のカスタム暗号化プロバイダーをセットア
ップすることもできます。

このタスクについて
encrypt コマンドは、パラメーターを指定せずに実行するか、ただ 1 つの先頭パラ
メーターとして暗号化するテキストを指定して実行します。2 番目のオプションを
使用するとセキュリティーが低下します (シェル・コマンド履歴が使用可能になっ
ている場合は特に)。パラメーターを指定せずに encrypt コマンドを実行すると、テ
キスト・ストリングの入力を求めるプロンプトが出されます。このストリングは端
末では非表示になります。
入力したストリングは、構成された暗号化プロバイダーによって暗号化されます。
暗号化された出力は、別名を含む接頭部が付けられて、base64 エンコード・フォー
マットで表示されます。その後、エンコードされたストリングをコピーし、目的の
場所に貼り付けます (別名の接頭部を含めて)。貼り付ける場所としては、資格情報
ファイル、または一部のコマンドのパスワード・パラメーター値が考えられます。
ストリングを暗号化解除する際に、使用されていた暗号化プロバイダーのタイプを
判別するために別名が使用されます。
encrypt コマンドを実行する際には、絶対パス名を使用します。encrypt コマンド
は、コンピューターにインストールされている層に応じて、次の場所に置かれま
す。
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Linux

v

UNIX

– install_root/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
– install_root/InformationServer/ASBServer/bin/encrypt.sh
v

Windows

– install_root\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
– install_root\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat

手順
1. オプション: ユーザー独自のカスタム暗号化プロバイダーを構成した場合は、適
切な iis.crypto.site.properties ファイルにプロバイダーを指定したことを確
認してください。 properties ファイルは、conf ディレクトリー内で、実行する
encrypt コマンドと同じ親ディレクトリーの下に作成する必要があります。
コマンドの場所:
install_root\InformationServer\ASBNode\bin\encrypt.bat
対応する properties ファイルの場所:
install_root\InformationServer\ASBNode\conf\iis.crypto.site.properties
コマンドの場所:
install_root\InformationServer\ASBServer\bin\encrypt.bat
対応する properties ファイルの場所:
install_root\InformationServer\ASBServer\conf\iis.crypto.site.properties
iis.crypto.site.properties ファイルの内容は、次の 1 つの項目です。
iis.crypto.default.provider=class_of_custom_provider

2. 絶対パス名を使用して、encrypt コマンドを実行します。暗号化するテキストは
パラメーターとして指定する場合も、指定しない場合もあります。 テキストに
スペースが含まれている場合は、テキストを引用符で囲みます。
v コマンド・ラインにテキストを指定して encrypt コマンドを実行する場合:
bash$: /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh myPa$$w0rd
bash$: {iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v プロンプトを使用して encrypt コマンドを実行し、テキストを非表示にする場
合:
bash$:
bash$:
bash$:
bash$:

/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/encrypt.sh
Enter the text to encrypt:
Enter the text again to confirm:
{iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

3. 暗号化ストリングを資格情報ファイルにコピーするか、暗号化ストリングをサポ
ートする任意のコマンドのパスワード・パラメーター値としてコピーします。
例:
v 資格情報ファイル内で使用する場合:
user=dsadm
password={iisenc}PvqKLr7z3QOLJCQ4QhbrrA==

v コマンド・ラインで使用する場合:
AppServerAdmin -username isadmin -password {iisenc}YJD9OKOxT2otQvTQFcA1qg==

第 6 章 セキュリティーの管理

163

資格情報ファイル
資格情報ファイルは、dsjob、DirectoryCommand など、-authfile オプションをサポ
ートするさまざまな IBM InfoSphere Information Server コマンドによって使用され
るユーザー資格情報を格納しています。
重要: 資格情報ファイルはパスワードを必要とするコマンドの実行に使用されるの
で、資格情報ファイルは安全な場所に保管し、内容を隠すことが重要です。管理者
権限を持たないユーザーまたはグループに対して、このファイルが読み取り可能、
書き込み可能、または実行可能であってはなりません。また、資格情報ファイルを
使用するコマンドを実行するユーザーには、ファイルと同じアクセス権限が必要で
す。
資格情報ファイルのフォーマットは次のとおりです。
v プラットフォームのデフォルト文字セット、または ASCII 文字のみを使用してエ
ンコードされている必要があります。
v それぞれの項目が 1 行全体を占めていて、前後に空白がないことが必要です。
v ファイルにはユーザーとパスワードの項目が必要です。ただし、dsjob など、一
部のツールは追加の名前と値の組 (ドメインやサーバーなど) をサポートします。
v 名前と値の組は等号 (=) で区切られます。例:
name=value

v 暗号化テキストによって値を指定する場合は、encrypt コマンドを使用して暗号化
する必要があります。暗号化ストリングには接頭部「{alias}」が付けられます。
ここで、alias は暗号化プロバイダーの別名です。
v 暗号化されていないプレーン・テキストによって値を指定する場合は、値が左中
括弧 ({) で始まっていてはならず、またプレーン・テキスト・ストリングに右中
括弧 (}) が含まれていてはなりません。
v 値の長さは最大 1024 文字までです。
v コメント行を追加できます。コメント行は番号記号 (#) で始める必要がありま
す。
v 同じキー名がファイルに複数回指定されている場合は、最初の名前と値の組が使
用されます。
資格情報ファイルの例:
# dsadm credentials
user=dsadm
password={iisenc}HEf6s6cG+Ee6NdGDQppQNg==
domain=[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
server=RemoteServer

カスタム暗号化プロバイダーの追加
ユーザー独自の暗号化プロバイダーを作成および構成できます。ユーザー独自の暗
号化を行うには、EncryptionProvider インターフェースの実装を作成します。

手順
1. カスタム・クラスを含む JAR ファイル内で、META-INF\services\
com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider という名前のファイル
を作成します。このファイルには、暗号化プロバイダーの実装のクラス名をリス
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トする必要があります。暗号化プロバイダーは、サービス・プロバイダーとして
ロードされます。サービス・プロバイダーについては、Java の資料を参照してく
ださい。
2. Java ランタイム環境のクラスパスにクラス・ファイルをデプロイします。
a. コンピューターにインストールされている層に応じて、JAR ファイルを次の
ディレクトリーにコピーします。
v install_root/InformationServer/ASBNode/lib/java
v install_root/InformationServer/ASBServer/lib/java
b. ISF_UTIL_EXT_CP 環境変数にこれらの JAR ファイルの絶対パスを追加しま
す。 この環境変数の値は、encrypt コマンドが次のどちらかのディレクトリ
ーから実行されるときに、クラスパスに追加されます。
v install_root/InformationServer/ASBNode/bin
v install_root/InformationServer/ASBServer/bin
3. encrypt コマンドの実行時に新しいカスタム暗号化プロバイダーを使用するに
は、コンピューターにインストールされている層に応じて、次のディレクトリー
に iis.crypto.site.properties という名前のファイルを作成します。
install_root/InformationServer/ASBNode/conf
install_root/InformationServer/ASBServer/conf
ファイルに次の 1 行からなる項目を挿入します。
iis.crypto.default.provider=class_name_of_your_custom_provider

タスクの結果
これらの変更を行うと、encrypt コマンドを実行するときに、テキストの暗号化には
カスタム暗号化プロバイダーが使用されます。
注: 既に別のカスタム暗号化プロバイダーを作成していた場合は、そのプロバイダ
ーによって暗号化されたテキストを暗号化解除するために、そのプロバイダーを引
き続き使用できます。既存のプロバイダーを新しいものと引き続き併用する場合
は、両方の JAR ファイルのセットをクラスパス内に保持しておく必要があります。
また、プロバイダーがそれぞれ固有の別名を使用していることを確認してくださ
い。
EncryptionProvider インターフェース:
暗号化プロバイダーによって実装されるインターフェースについて説明します。
public interface com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider

encrypt メソッドと decrypt メソッドは、プロバイダーの暗号化メソッドと暗号化解
除メソッドです。
getAlias メソッドは、暗号化プロバイダーを一意的に識別する短い名前 (通常は頭字
語) を返す必要があります。呼び出し元がこの別名を使用して、中括弧 ({}) で囲ん
だ接頭部を暗号化データに付けることができます。これにより、データの暗号化に
使用されたプロバイダーを判別できます。IBM InfoSphere Information Server は、標
準の Java サービス・プロバイダーの仕組みを使用して、暗号化プロバイダーをクラ
スパスからロードします。このため、META-INF/services/
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com.ibm.iis.spi.security.crypto.EncryptionProvider 構成ファイルを作成し、バ
ンドルする必要があります。コンパイルに使用される JAR ファイルの場所は、
installation_directory/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client/iis_util.jar です。サービス・プロバイダーについては、Java
の資料を参照してください。
メソッドの要約
戻り値

メソッド

byte[]

decrypt(byte[] encryptedBytes)
decrypt メソッドは、暗号化されたバイトの
配列を受け取り、暗号化解除されたバイトの
配列を返します。

byte[]

encrypt(byte[] clearBytes)
encrypt メソッドは、バイトの配列を受け取
り、暗号化されたバイトの配列を返します。

java.lang.String

getAlias()
暗号化プロバイダーの別名を返します。

void

initialize(java.util.HashMap initData)
将来の使用のために予約されています。

メソッドの詳細
getAlias
getAlias()
暗号化プロバイダーの別名を返します。暗号化プロバイダーの別名は英数字の
ASCII 文字で、[0-9][a-z][A-Z] のみを含むことができます。暗号化プロバイダー
を一意的に識別する名前であることが必要です。このメソッドの戻り値は、暗号
化データに接頭部 {alias_value} を付けるために呼び出し元によって使用されま
す。別名自体に左中括弧 ({) または右中括弧 (}) の文字が含まれていてはなり
ません。
戻り値:
ストリング
initialize
initialize(java.util.HashMap initData) throws InitializationException
将来の使用のために予約されています。
パラメーター:
java.util.HashMap - initData
スロー:
InitializationException
encrypt
encrypt(byte[] clearBytes)
encrypt メソッドは、バイトの配列を受け取り、暗号化されたバイトの配列を返
します。
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パラメーター:
byte[] - clearBytes
戻り値:
byte[]
decrypt
decrypt(byte[] encryptedBytes)
decrypt メソッドは、暗号化されたバイトの配列を受け取り、暗号化解除された
バイトの配列を返します。
パラメーター:
byte[] - encryptedBytes
戻り値:
byte[]
強力な暗号化を使用可能にする:
IBM 提供の Java Cryptography Extension (JCE) 無制限管轄ポリシー・ファイルを使
用すると、Java 暗号化に強力な (長い) 鍵サイズを使用できるようになります。こ
れらの強力な鍵サイズを使用してカスタム暗号化プロバイダーを作成するには、次
の手順を使用して IBM 無制限管轄ポリシー・ファイルをダウンロードし、インス
トールします。
このタスクについて
これらの Java JCE 無制限管轄ポリシー・ファイルには、128 ビットより長い鍵が
含まれています。 IBM JRE およびこれらのポリシー・ファイルの暗号化アルゴリ
ズムと鍵サイズについて詳しくは、developerWorks® の「JCE API Specification &
Reference」の Appendix A、B、および E (http://www.ibm.com/developerworks/java/
jdk/security/60/secguides/JceDocs/api_users_guide.html#AppA) を参照してください。
手順
1. developerWorks サイトの「Security information」ページ (http://www.ibm.com/
developerworks/java/jdk/security/60/) で、「IBM SDK Policy files」リンクをクリ
ックします。
2. 「IBM SDK Policy files」リンクをクリックします。
3. IBM ユーザー ID とパスワードを使用してログインします。
4. 「Unrestricted JCE Policy files for SDK 1.4.2」を選択して、「Continue」をクリ
ックします。
5. 「Unrestricted JCE Policy files for SDK for all newer versions」を選択して、
「Continue」をクリックします。
6. ライセンス条件を受け入れる場合は、unrestrict142.zip をダウンロードして、
local_policy.jar ファイルと US_export_policy.jar ファイルを解凍します。
7. これら 2 つのファイルを root_directory/InformationServer/ASBNode/apps/
jre/lib/security ディレクトリーと root_directory/InformationServer/
ASBServer/apps/jdk/jre/lib/security ディレクトリーに保存し、同名の既存フ
ァイルを置き換えます。
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8. 新規ポリシーを有効にするために、JRE を再始動します。
次のタスク
これらのポリシー・ファイルを使用する EncryptionProvider インターフェースのカ
スタム実装を作成し、追加します。
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第 7 章 ライセンス交付された IBM InfoSphere DataStage のエ
ディションおよびフィーチャー・パックのアクティブ化
IBM InfoSphere Information Server をインストール後に、IBM InfoSphere DataStage
エディション、上位移行、またはフィーチャー・パックのライセンスを変更した場
合は、これらを使用するには、事前に新たにライセンス交付された項目をアクティ
ブにする必要があります。その項目に関するライセンスがなくなった場合は、非ア
クティブにする必要があります。
InfoSphere Information Server インストール・プログラムを使用して IBM InfoSphere
DataStage をインストールするときに、このプログラムから、インストールしてアク
ティブにする InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックを
選択するようにプロンプトが出されます。選択リスト内の各項目によって、関連す
る InfoSphere DataStage のキャンバスおよびジョブ機能が使用可能にされます。
IBM からの有効なライセンス証書のある項目を選択します。インストール・プログ
ラムによって、選択した項目と関連付けられている機能がアクティブにされます。
他のエディションまたはフィーチャー・パックは非アクティブになっていて、使用
できません。
後で追加の InfoSphere DataStage エディションまたはフィーチャー・パックのライ
センスを取得した場合、項目に含まれている機能を使用するには、InfoSphere
Information Server 内の項目をアクティブにする必要があります。項目に関するライ
センスがなくなった場合は、非アクティブにする必要があります。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と、項目内の機能は使用できなく
なります。
エディションまたはフィーチャー・パックをアクティブまたは非アクティブにする
には、LicensingServiceAdmin コマンド・ライン・ツールを実行します。
InfoSphere DataStage をインストールした場合は、すべてのオプション機能が装備さ
れた完全な製品がインストールされています。ただし、インストール・プログラム
がアクティブにするのは、インストール時に選択したエディションおよび機能と関
連付けられている機能のみです。追加の InfoSphere DataStage 機能のライセンスを
取得した場合は、LicensingServiceAdmin ツールを使用してライセンスを使用可能
にします。また、追加エディションまたは別のエディションへの上方移行のライセ
ンス交付を受ける場合も、このツールを使用します。
例えば、会社には IBM InfoSphere DataStage Server のライセンスが交付されてい
て、この項目を使用可能にします。後で、これは DataStage Server から IBM
InfoSphere DataStage への上方移行のライセンスになります。また、
LicensingServiceAdmin ツールを使用して、InfoSphere DataStage 製品の全機能を使
用可能にします。
別の例として、会社には InfoSphere DataStage のライセンスが交付されていて、こ
の項目を使用可能にします。後で、これは IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization フィーチャー・パックのライセンスになり、IBM InfoSphere DataStage
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MVS Edition が追加されます。また、LicensingServiceAdmin ツールを使用して、
このエディションおよび機能を使用可能にします。
次の表に、InfoSphere Information Server インストール・プログラムがインストール
できる、InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックをリスト
します。この表にはまた、各項目内に含まれている機能もリストします。
表 9. InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パック
インストール可能項目

機能

IBM InfoSphere DataStage

v InfoSphere DataStage ジョブ機能
v パラレル・キャンバス
v サーバー・キャンバス

IBM InfoSphere DataStage Server Edition

v InfoSphere DataStage ジョブ機能
v サーバー・キャンバス

IBM InfoSphere DataStage MVS Edition

v InfoSphere DataStage ジョブ機能
v MVS (メインフレーム) キャンバス

IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS

v SAS 機能

IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization

v InfoSphere DataStage 平衡最適化機能

特定のエディションまたはフィーチャー・パックに依存するジョブを作成する場合
に、そのエディションまたはフィーチャー・パックが非アクティブにされている
と、そのジョブはリポジトリーに残されます。しかし、それらは開くことができ
ず、また開くとエラー・メッセージが表示されます。

アクティブ状態の IBM InfoSphere DataStage のエディションおよびフィ
ーチャー・パックのリストの表示
使用するスイート内のアクティブ状態の IBM InfoSphere DataStage のエディション
およびフィーチャー・パックをリストするには、LicensingServiceAdmin コマン
ド・ライン・ツールを実行します。

始める前に
少なくともスイート・ユーザー権限が必要です。

手順
1. LicensingServiceAdmin ツールがインストールされているコンピューターにログ
インします。
v ユーザーのインストール済み環境に IBM WebSphere Application Server クラ
スタリングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイ
メント・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにログ
インします。
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どちらの場合も、ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの実行許可を持つ
アカウントを使用します (次のステップの説明を参照)。
2. IBM InfoSphere Information Server がインストールされているディレクトリー内
の ASBServer/bin ディレクトリーに変更します。例:
v

Linux

v

Windows

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin

cd C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin

3. -list_features オプションを指定して LicensingServiceAdmin コマンドを実行
します。
-user オプションと -password オプションの代わりに、-authfile オプションを使
用して資格情報ファイルを指定できます。ユーザー、パスワード、または資格情
報ファイルのどれも指定しない場合は、ユーザー ID とパスワードの入力プロン
プトが出されます。

Linux

UNIX

./LicensingServiceAdmin.sh -user iauser -password iapswd -list_features
Windows

LicensingServiceAdmin -user iauser -password iapswd -list_features

このコマンドでは、
v iauser は、スイート・ユーザー権限を持つユーザーの名前です。
v iapswd は、ユーザー・パスワードです。
このコマンドで、アクティブ状態の機能がリストされます。非アクティブ状態の
機能はリストされません。以下に例を示します。
DS,DSServer,DSMVS,BalOpt,SAS,QS
Enabled components:
IBM InfoSphere DataStage
IBM InfoSphere DataStage Server
IBM InfoSphere DataStage MVS Edition
IBM InfoSphere DataStage Balanced Optimization
IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS
IBM InfoSphere QualityStage
DataStage and QualityStage Administrator
DataStage and QualityStage Director
DataStage and QualityStage Designer
Enabled features:
job-type = DataStage
job-type = QualityStage
licensed-feature = BAL_OPT
licensed-feature = SAS_PACK
canvas = Parallel
canvas = Server
canvas = MVS

IBM InfoSphere QualityStage は InfoSphere DataStage コンポーネントとクライア
ント・アプリケーションを共有するので、InfoSphere QualityStage がインストー
ルされている場合は、アクティブ化された機能の 1 つとしてもリストされま
す。機能の 1 つとしてリストされていても、InfoSphere QualityStage を
LicensingServiceAdmin ツールでアクティブまたは非アクティブにすることはで
きません。 InfoSphere QualityStage をアクティブにするには、インストール・プ
ログラムを使用して InfoSphere QualityStage をインストールします。InfoSphere
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QualityStage を非アクティブにするには、ソフトウェア削除プログラムを使用し
て InfoSphere QualityStage をアンインストールします。
使用可能な InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage クライアント・
アプリケーションのリストも表示されます。InfoSphere QualityStage、または
InfoSphere DataStage のいずれかのバージョンがインストールされている場合
は、3 つのアプリケーションすべてが使用可能状態です。InfoSphere DataStage
または InfoSphere QualityStage なしで IBM InfoSphere Information Analyzer が
インストールされている場合は、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニ
ストレーター クライアントのみが使用可能になっています。

IBM InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パック
をアクティブまたは非アクティブにする
サービス層がインストールされたときにアクティブ状態であった InfoSphere
DataStage 機能を変更するには、LicensingServiceAdmin コマンド・ライン・ツール
を実行します。このツールで、InfoSphere DataStage がインストールされている場合
は、サイト内の InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パック
をアクティブまたは非アクティブにすることができます。

始める前に
スイート・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
スイート内の InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックを
アクティブまたは非アクティブにするには、LicensingServiceAdmin コマンドを実
行します。このコマンドを実行するたびに、アクティブにするすべての項目を指定
します。指定しないエディションまたはフィーチャー・パックは、このコマンドで
非アクティブにされます。使用可能にされる実際の機能は、指定するエディション
と機能の組み合わせによって異なります。このため、それらすべてを単一コマンド
で指定する必要があります。
このツールは、InfoSphere DataStage がインストールされていない場合は、
InfoSphere DataStage の機能をアクティブにするために使用することはできません。
また、すべての InfoSphere DataStage の機能を非アクティブにするために使用する
こともできません。すべての InfoSphere DataStage の機能を削除するには、IBM
InfoSphere Information Server ソフトウェア削除プログラムを使用して InfoSphere
DataStage を削除します。

手順
1. LicensingServiceAdmin ツールがインストールされているコンピューターにログ
インします。
v ユーザーのインストール済み環境に IBM WebSphere Application Server クラ
スタリングが実装されている場合は、WebSphere Application Server デプロイ
メント・マネージャーのホスト・コンピューターにログインします。
v クラスタリングが実装されていない場合は、サービス層コンピューターにログ
インします。
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どちらの場合も、ASBServer/bin ディレクトリーにあるツールの実行許可を持つ
アカウントを使用します (次のステップの説明を参照)。
2. InfoSphere Information Server がインストールされているディレクトリー内の
ASBServer/bin ディレクトリーに変更します。例:
v

Linux

v

Windows

UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin

cd C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin

3. -set_features オプションを指定して LicensingServiceAdmin コマンドを実行
します。
-user オプションと -password オプションの代わりに、-authfile オプションを使
用して資格情報ファイルを指定できます。ユーザー、パスワード、または資格情
報ファイルのどれも指定しない場合は、ユーザー ID とパスワードの入力プロン
プトが出されます。

Linux

UNIX

./LicensingServiceAdmin.sh -user isadmin -password ispswd -set_features codes
Windows

LicensingServiceAdmin -user isadmin -password ispwd -set_features codes

このコマンドでは、
v isadmin は、スイート・アドミニストレーター権限を持つユーザーの名前で
す。
v ispwd は、ユーザー・パスワードです。
v codes は、アクティブにするエディションとフィーチャー・パックを指定す
る、コンマ区切りのコードのリストです。次の表に、有効なフィーチャー・コ
ードを示します。
表 10. LicensingServiceAdmin のフィーチャー・コード
フィーチャー・コード

説明

DS

IBM InfoSphere DataStage をアクティブにす
る

DSServer

IBM InfoSphere DataStage Server をアクティ
ブにする

DSMVS

IBM InfoSphere DataStage MVS Edition をア
クティブにする

SAS

IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS をア
クティブにする

BalOpt

IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization をアクティブにする

コマンドを実行するたびに、アクティブにするすべてのエディションおよびフ
ィーチャー・パックのフィーチャー・コードを指定します。アクティブのまま
にしておく、既にアクティブ状態のエディションおよびフィーチャー・パック
を含めます。コマンドにリスト指定しないエディションおよびフィーチャー・
パックは、非アクティブにされます。
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DataStage Server から IBM InfoSphere DataStage Server および IBM
InfoSphere DataStage の両方への上位移行のライセンスが交付されている場合
は、DS フィーチャー・コードのみを指定します。DSServer フィーチャー・コ
ードは指定しないでください。
フィーチャー・コードは、大/小文字は区別されません。フィーチャー・コー
ド・リスト内に空白を含めるには、リストを引用符で囲みます。
例えば、InfoSphere DataStage、InfoSphere DataStage Balanced Optimization、およ
び InfoSphere DataStage Pack for SAS をアクティブにするには、次のコマンド
を実行します。
LicensingServiceAdmin -user isadmin -password ispwd -set_features DS,SAS,BalOpt

このコマンドで、機能がアクティブにされます。この例では、メインフレーム・
キャンバスは、InfoSphere DataStage クライアント・アプリケーション内で使用
可能にされません。このコマンドは、結果をリストします。
DS,SAS,BalOpt,QS
Enabled components:
IBM InfoSphere DataStage
IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS
IBM InfoSphere DataStage Balanced Optimization
IBM InfoSphere QualityStage
DataStage and QualityStage Administrator
DataStage and QualityStage Director
DataStage and QualityStage Designer
Enabled features:
job-type = DataStage
job-type = QualityStage
licensed-feature = BAL_OPT
licensed-feature = SAS_PACK
canvas = Parallel
canvas = Server

IBM InfoSphere QualityStage は InfoSphere DataStage コンポーネントとクライア
ント・アプリケーションを共有するので、InfoSphere QualityStage がインストー
ルされている場合は、アクティブ化された機能の 1 つとしてもリストされま
す。機能の 1 つとしてリストされていても、InfoSphere QualityStage を
LicensingServiceAdmin ツールでアクティブまたは非アクティブにすることはで
きません。 InfoSphere QualityStage をアクティブにするには、インストール・プ
ログラムを使用して InfoSphere QualityStage をインストールします。InfoSphere
QualityStage を非アクティブにするには、ソフトウェア削除プログラムを使用し
て InfoSphere QualityStage をアンインストールします。
使用可能な InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage クライアント・
アプリケーションのリストも表示されます。InfoSphere QualityStage、または
InfoSphere DataStage のいずれかのバージョンがインストールされている場合
は、3 つのアプリケーションすべてが使用可能状態です。InfoSphere DataStage
または InfoSphere QualityStage なしで IBM InfoSphere Information Analyzer が
インストールされている場合は、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニ
ストレーター クライアントのみが使用可能になっています。
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LicensingServiceAdmin コマンド・リファレンス
InfoSphere DataStage のインストール後に IBM InfoSphere DataStage のエディショ
ンおよびフィーチャー・パックのアクティブ化および非アクティブ化を管理するに
は、LicensingServiceAdmin コマンドを実行します。

目的
IBM InfoSphere Information Server インストール・プログラムを実行後、特定の
InfoSphere DataStage のエディションまたはフィーチャー・パックのライセンスがあ
る場合は、このコマンドを実行して新たにライセンス交付された項目をアクティブ
にします。その項目に関するライセンスがなくなった場合は、このコマンドを実行
して非アクティブにします。
InfoSphere DataStage のエディションまたは機能のライセンスがなくなった場合は、
InfoSphere Information Server ソフトウェア削除プログラムを使用して InfoSphere
DataStage を削除する必要があります。すべての InfoSphere DataStage のエディショ
ンおよび機能の非アクティブ化にこのツールを使用することはできません。
ユーザーのインストール済み環境に IBM WebSphere Application Server クラスタリ
ングが実装されている場合、このコマンドは、WebSphere Application Server デプロ
イメント・マネージャーのホスト・コンピューターにあります。クラスタリングが
実装されていない場合、このコマンドはサービス層コンピューターにあります。
コマンドは、サービス層コンピューターの、InfoSphere Information Server がインス
トールされているディレクトリーの ASBServer/bin サブディレクトリーに存在する
ことがあります。例:
v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin

C:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin

ツールを使用するには、このディレクトリーにあるツールの実行許可を持つアカウ
ントを使用してログインします。

コマンド構文
Linux

UNIX

LicensingServiceAdmin.sh [-help] [-authfile
credentials_filename| [-user user] [-password password]] [-set_features featurecodes]
[-list_features]
Windows

LicensingServiceAdmin [-help] [-user user] [-password password]
[-authfile credentials_filename| [-set_features featurecodes] [-list_features]

パラメーター
help
ツールの使用法を表示します。
authfile credentials_filename
スイート・アドミニストレーター権限を持つユーザーのユーザー ID とパスワ
ードを含む資格情報ファイルの名前。 user オプションと password オプション
の代わりに、このオプションを使用できます。
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user user
スイート・アドミニストレーター権限を持つユーザーの名前です。-user オプシ
ョン、またはその短縮形式 -u を使用できます。
password password
ユーザーのパスワードです。-password オプション、またはその短縮形式 -p を
使用できます。
set_features featurecodes
アクティブにする InfoSphere DataStage のエディションとフィーチャー・パッ
クのリストを指定します。項目は、コンマ区切りのコードのリストで指定されま
す。次の表に、有効なフィーチャー・コードを示します。フィーチャー・コード
は、大/小文字は区別されません。
表 11. LicensingServiceAdmin のフィーチャー・コード
フィーチャー・コード

説明

DS

IBM InfoSphere DataStage をアクティブにす
る

DSServer

IBM InfoSphere DataStage Server をアクティ
ブにする

DSMVS

IBM InfoSphere DataStage MVS Edition をア
クティブにする

SAS

IBM InfoSphere DataStage Pack for SAS をア
クティブにする

BalOpt

IBM InfoSphere DataStage Balanced
Optimization をアクティブにする

コマンドを実行するたびに、アクティブにするすべてのエディションおよびフィ
ーチャー・パックのフィーチャー・コードを指定します。アクティブのままにし
ておく、既にアクティブ状態のエディションおよびフィーチャー・パックを含め
ます。コマンドにリスト指定しないエディションおよびフィーチャー・パック
は、非アクティブにされます。
DataStage Server から IBM InfoSphere DataStage Server および IBM InfoSphere
DataStage の両方への上位移行のライセンスが交付されている場合は、DS フィ
ーチャー・コードを指定しますが、DSServer フィーチャー・コードは指定しま
せん。
-set_features オプション、またはその短縮形式 -sf を使用できます。
list_features
LicensingServiceAdmin によって、アクティブにされたエディションおよびフィ
ーチャー・パックのリストが出力されます。LicensingServiceAdmin コマンド
は、-set_features オプションも指定されていると、指定されたエディションと
フィーチャー・パックをアクティブにしてから、リストを出力します。リストは
StdOut に出力されます。
-list_features オプション、またはその短縮形式 -lf を使用できます。
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次のコマンドは、Linux または UNIX コンピューターで、すべてのエディションと
フィーチャー・パックをアクティブにして、アクティブにされた項目をリストしま
す。
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/LicensingServiceAdmin.sh
-u myadmin -p myadminpwd -lf -sf DS,DSMVS,BalOpt,SAS,DSServer

第 7 章 ライセンス交付された IBM InfoSphere DataStage のエディションおよびフィーチャー・パックのアクティブ化
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第 8 章 アクティブ・セッションの管理
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで、ログインしているサーバー
に現在接続中のすべてのユーザーのリストを表示することができます。

このタスクについて
各セッションの開始時刻と、各ユーザーが実行した最新のアクションのタイム・ス
タンプが表示されます。アクティブ・セッションを直ちに終了させることができ、
これは、システム停止を準備する際に便利です。

すべてのアクティブ・セッションの表示
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールで、アクティブ・ユーザー・セ
ッションを表示し、管理できます。

始める前に
スイート・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
ユーザー・セッションは、IBM InfoSphere Information Server に接続しているユーザ
ーのインスタンスです。すべてのアクティブ・セッションを表示して、許可するユ
ーザー・セッション最大数のしきい値を設定する必要があるかを判断したり、1 つ
以上のユーザー・セッションを切断したり、あるいは、接続中のユーザーに関する
詳細を表示させることができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。 「アクティブ・セッション」ペインに、現在サーバーに接
続されているユーザーが表示されます。

セッション限度の設定
サーバー上のアクティブ・セッションの最大数を設定できます。また、セッション
が非アクティブ状態でいると自動切断される時間と、セッションが非アクティブ状
態かどうかをポーリングする頻度も指定することができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、「グローバル・セッション・プロパティ
ー」をクリックします。
4. オプション: 非アクティブ・セッションの設定とセッションの最大数を指定しま
す。
5. 「保存して閉じる」をクリックします。

ユーザー詳細を開く
ユーザー・レコード、セッションの所要時間、ユーザーに割り当てられたセキュリ
ティー・ロールなどの現行セッションに関する情報を表示するには、ユーザー・セ
ッションの詳細を開きます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、ユーザー・セッションを選択します。
4. 「開く」をクリックします。 「ユーザー詳細を開く」ペインにユーザー・セッ
ションに関する詳細情報が表示されます。

すべてのセッションの切断
すべてのアクティブ・セッションを即時に強制終了するために、すべてのユーザ
ー・セッションを切断することができます。システム・シャットダウンの準備とし
て、すべてのユーザー・セッションを切断する必要がある場合があります。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、「すべて切断」をクリックします。
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4. 「すべて切断」ウィンドウで、「はい」をクリックしてすべてのセッションを直
ちに終了します。

セッションの切断
個別のユーザー・セッションを切断できます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セッション管理」 > 「アクティブ・セッショ
ン」を選択します。
3. 「アクティブ・セッション」ペインで、セッションを選択します。 複数のユー
ザーが同一ユーザー・アカウントを使用してサインインしている場合、選択した
セッションのみが切断されます。
4. 「切断」をクリックします。
5. 「はい」をクリックして、セッションを直ちに終了します。

第 8 章 アクティブ・セッションの管理
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第 9 章 クラスターおよび高可用性構成の管理
IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境内にクラスタリングまたは
他の高可用性構成を実装している場合は、管理ツールを使用してそれらを管理しま
す。

アクティブ/パッシブ構成の管理
エンジン層 (またはすべての層) がアクティブ/パッシブ構成でセットアップされて
いる場合は、高可用性ソフトウェアに付属する管理ツールを使用してクラスターを
管理します。
アクティブ/パッシブ構成の詳細については、IBM InfoSphere Information Server プ
ランニング、インストール、および構成ガイドの『2 つのサーバーによるアクティ
ブ/パッシブの高可用性トポロジーの作成』を参照してください。

Tivoli System Automation for Multiplatforms に基づいたアク
ティブ/パッシブ構成の管理
Tivoli® System Automation for Multiplatforms に基づいたアクティブ/パッシブ構成の
管理の詳細については、Tivoli のドキュメントを参照してください。
Tivoli System Automation for Multiplatforms のドキュメントについては、Tivoli
System Automation for Multiplatforms ドキュメントのページ (www.ibm.com/
developerworks/wikis/display/tivolidoccentral/
Tivoli+System+Automation+for+Multiplatforms) を参照してください。

WebSphere Application Server クラスターの管理
クラスター環境に IBM InfoSphere Information Server をインストールまたは更新し
た後で、 IBM WebSphere Application Server クラスターを管理および保守します。
本書は、WebSphere Application Server クラスタリングを理解していることを前提と
しています。
重要: IBM InfoSphere Information Server のドキュメントは、分散コンピューティン
グ、特に WebSphere Application Server クラスタリングについて既に理解している
ことを前提としています。IBM WebSphere Application Server Network Deployment
ドキュメントの内容を理解してください。

WebSphere Application Server クラスター管理ツール
IBM WebSphere Application Server クラスターをインストール、構成、および管理
するには、次のツールを使用します。
この説明では、高可用性クラスター構成のインストールに必要な手順を完了してい
ることを前提としています。詳しくは、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。
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WebSphere Application Server 管理コンソール
WebSphere Application Server 管理コンソールは、構成、オペレーション、
および管理機能を提供する Web インターフェースです。管理コンソールを
使用すると、アプリケーションの開始および停止、アプリケーションのデプ
ロイ、リソースの構成、およびセキュリティー構成の実装を行うことができ
ます。
このツールは、クラスターを作成して、そのメンバー、ノード、およびプロ
セスを構成する場合に使用します。スクリプトを使用してこのタスクを実行
する予定の場合は、IBM WebSphere Application Server Network Deployment
のドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 7.0
の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/welc6topscripting.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 8.0
の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/welc6topscripting.html
WebSphere Application Server Launchpad
WebSphere Application Server Launchpad は、インストールできる
WebSphere Application Server 製品メディア (ディスクまたはダウンロード)
上のコンポーネントを識別します。ここから、WebSphere Application Server
環境のインストールに関するすべてを参照できます。つまり、アプリケーシ
ョン・サーバー、Web サーバー、Web 開発ツール・セット、およびサポー
トする追加のソフトウェアとドキュメントが含まれている統合プラットフォ
ームです。
このツールは、クラスター WebSphere Application Server 構成を作成する場
合に、WebSphere Application Serverおよびフロントエンド Web サーバーを
インストールするために使用します。
WebSphere Edge Components Launchpad
WebSphere Application Server Edge Components Launchpad には、ソフトウ
ェア・ロード・バランサーが含まれています。このツールを使用すると、
IBM HTTP Server を使用する代わりに、IBM WebSphere Application Server
Network Deployment クラスターをフロントエンドとすることができます。
WebSphere Edge Components バージョン 7.0 の詳細については、次を参照
してください: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.edge.doc/lb/info/ae/welcome_edge.html
WebSphere Edge Components バージョン 8.0 の詳細については、次を参照
してください: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.edge.doc/lb/info/ae/welcome_edge.html
プロファイル管理ツール
プロファイル管理ツールでは、WebSphere Application Server のセルおよび
ノードの初期セットアップを実行します。プロファイル管理ツールでは、
WebSphere Application Server カスタマイズ・タスクの実行に使用できる、
ジョブ・バッチ、スクリプト、およびデータ・ファイルを作成します。
このツールは、デプロイメント・マネージャー・プロファイルとカスタム・
プロファイルの作成に使用します。
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InfoSphere Information Server インストール・プログラム
InfoSphere Information Server インストール・プログラムで、前提条件とし
てコンピューターにインストールされているデプロイメント・マネージャ
ー・プロセスを検出し、クラスター・インストールの実行に必要な情報の入
力のプロンプトが出されます。
このツールは、インストール・プロセス中に、WebSphere Application Server
ディレクトリーの場所、デプロイメント・マネージャー・プロファイル、お
よびフロントエンド Web サーバーまたはロード・バランサーのホスト名と
ポート番号を指定する場合に使用します。
WebSphere Application Server の詳細については、WebSphere Application Server の
ドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server 7.0: publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v7r0/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/welcome_ndmp.html
v IBM WebSphere Application Server 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r0/topic/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
welcome_ndmp.html

フロントエンド Web サーバーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝
搬
plugin-cfg.xml ファイルは、実行時にフロントエンド Web サーバーによって、ク
ラスター全体のワークロード管理を行うために使用されます。新規メンバーがクラ
スターに追加された場合、または新規 J2EE アプリケーションがクラスターにデプ
ロイされた場合は、このファイルを更新して Web サーバーに伝搬する必要があり
ます。

始める前に
IBM WebSphere Application Server Network Deployment 環境での HTTP サーバー
を理解していない場合は、該当するバージョンの IBM WebSphere Application
Server Network Deployment インフォメーション・センターの次のトピックとサブセ
クションをお読みください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 7.0 の場合:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 8.0 の場合:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html

このタスクについて
plugin-cfg.xml ファイルは、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment が生成する構成ファイルです。これは、
<webserver_plugin_install_path>/config/<webserver_definition> パス (例え
ば、C:/IBM/HTTPServer/Plugins/config/webserver1) にあります。
実行時にフロントエンド Web サーバーによって、クラスター全体のワークロード
管理を行うために使用されます。このファイルは、Web サーバーがインストールさ
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れているコンピューターに存在します。また、常に最新状態にして、ワークロード
管理が Web レベルで正しく実装されるようにする必要があります。以下のイベン
トが発生した場合は、plugin-cfg.xml ファイルを再生成して伝搬します。
v スイートのドメイン層が新規にインストールされた (当分の間、インストールさ
れている)。
v スイートの製品が、アドオンとして新たにインストールされた。
v スイートの製品が、アンインストール後に除去された。
v 新規メンバーがクラスターに追加された。
v 新規 IBM InfoSphere Information Services Director アプリケーションが生成さ
れ、クラスターにデプロイされた。
v フロントエンド Web サーバーが別の Web サーバーによって置換された。
この構成ファイルの管理を簡素化するために、IBM WebSphere Application Server
Network Deployment は plugin-cfg.xml ファイルを Web サーバーに自動的に伝搬
できます。使用する Web サーバー・トポロジーによっては、この自動化は常に可
能であるわけではありません。このファイルを、手動で再生成して Web サーバ
ー・コンピューターに伝搬する必要がある場合があります。以下の、3 つのシナリ
オが考えられます。
v シナリオ 1: Web サーバーは管理対象ノードにインストールされている。
このケースでは、plugin-cfg.xml ファイルは IBM WebSphere Application Server
Network Deployment によって自動的に再生成されて Web サーバーをホスティン
グする管理対象ノードに伝搬されます。WebSphere Application Server がプラグイ
ン・ファイルを再生成して Web サーバーに伝搬するには、数分かかることがあ
ります。このステップは自動的に実行されるため、ユーザーが plugin-cfg.xml
ファイルの伝搬を行う必要はありません。
v シナリオ 2: Web サーバーは非管理対象ノード (つまり、Web サーバー定義を管
理するノード・エージェントはない) にインストールされている。
このケースでは、IBM WebSphere Application Server Network Deployment は
plugin-cfg.xml ファイルを Web サーバーに自動的に伝搬できないため、手動で
伝搬する必要があります。
v シナリオ 3: Web サーバーは、非管理対象ノードにインストールされていて、
IBM HTTP Server (IHS) である。
この特殊なケースでは、plugin-cfg.xml ファイルもまた、IHS のホストである非
管理対象ノードに IBM WebSphere Application Server Network Deployment によ
って自動的に伝搬されます。この機能は、Web サーバー・コンピューターで実行
される IHS 管理プロセスによって実現されます。このプロセスは、Web サーバ
ーのノード・エージェントとして機能します。

手順
plugin-cfg.xml ファイルを手動で伝搬するには、次のようにします。
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適切なトポロジー (リモート分散インストール・シナリオかまたはローカル・イン
ストール・シナリオ) については、次のトピックにある plugin-cfg.xml ファイル
の再生成および plugin-cfg.xml ファイルの伝搬に関するセクションを参照してく
ださい。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 6.1:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tins_road_plugins.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 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
IBM WebSphere Application Server Network Deployment の管理対象ノードおよび非
管理対象ノードの詳細については、次のリソースを参照してください。
v IBM Redbooks パブリケーション「WebSphere Application Server V6 Scalability
and Performance Handbook」: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246392.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 6.1 インフォメーショ
ン・センターにある ノード に関する情報: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
cagt_node.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0 インフォメーショ
ン・センターにある管理対象ノードおよび非管理対象ノード に関する情報:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/cagt_node.html
v IBM Redbooks パブリケーション・ヒント「New Web Server Support in
WebSphere Application Server V6」http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/
tips0552.html

新規クラスター・メンバーの追加
IBM WebSphere Application Server 管理コンソールから追加のクラスター・メンバ
ーを作成できます。追加のクラスター・メンバーは、本質的には既存のクラスタ
ー・メンバーのコピーです。この手順は、垂直クラスタリングまたはスケール・ア
ップと呼ばれます。

始める前に
新規クラスター・メンバーを作成するマシンに、既存のノード・エージェントがあ
り、少なくとも 1 つのクラスター・メンバーが稼働している必要があります。まだ
ノード・エージェントのホストでないマシンに新規クラスター・メンバーを作成す
る場合は、新規管理対象ノードの追加 セクションを参照してください。

手順
1. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールから直接、既存の管理対象ノ
ードに新規クラスター・メンバーを作成するには、以下の手順に従います。新規
クラスター・メンバーを作成するノードを指定するように要求されます。必要で
あれば、実行時にロード・バランシングのために使用するサーバー・ウェイト
と、固有の HTTP ポートを生成するかどうかを指定することもできます。

第 9 章 クラスターおよび高可用性構成の管理

187

v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0 でのクラスターへ
のメンバーの追加: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_member.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0 でのクラスターへ
のメンバーの追加: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_member.html
2. クラスターのフロントエンド・ディスパッチャーとして HTTP サーバーを使用
している場合は、plugin-cfg.xml ファイルを再生成して伝搬します。
これは、新規クラスター・メンバーをフロントエンド Web サーバーのワークロ
ード管理プラグインの対象とするために必要です。『フロントエンド Web サー
バーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝搬』の説明に従って、plugin-cfg.xml
ファイルを再生成し、フロントエンド Web サーバーに伝搬します。

新規管理対象ノードの追加
クラスターのスコープを展開するには、新規管理対象ノードを作成します。この手
順は、水平クラスタリングまたはスケール・アウトです。

始める前に
v デプロイメント・マネージャーが稼働していることを確認します。稼働していな
い場合は、 243 ページの『IBM WebSphere Application Server デプロイメント・
マネージャーの開始 (Windows)』 または 246 ページの『IBM WebSphere
Application Server デプロイメント・マネージャーの開始 (Linux、UNIX)』 の説
明に従って開始します。
重要: 新規管理対象ノードを作成するシステムのクロックが、デプロイメント・
マネージャー・システムおよび他のノード・システムのクロックと同期している
ことを確認します。さまざまなノードのコンピューターのクロックが同期してい
ない場合は、実行時に複数の問題が発生することがあります。汎用日時を使用し
て、すべてのシステムのクロックが同期していることを確認します。

このタスクについて
この手順は、 IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0 と 8.0
で同じです。

手順
1.

2.
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Linux

247 ページの『IBM WebSphere Application Server 用のファイル記述
子リソースの構成 (Linux)』 の説明に従って、ノードのファイル記述子リソース
を構成します。
AIX

248 ページの『IBM WebSphere Application Server 用のメモリー割り
振りの構成 (AIX)』 の説明に従って、ノードの LDR_CNTRL 変数を設定解除し
ます。

3. プロファイル管理ツールを使用して、ノード・エージェント・コンピューターで
カスタム・プロファイルを作成します。 の手順に従います。IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド
要確認: カスタム・プロファイルを作成する場合は、「フェデレーション」ペー
ジで、デプロイメント・マネージャーに接続するための WebSphere Application
Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワードを指定します。
注: 「後でこのノードを統合する」チェック・ボックスは選択しないでくださ
い。
4. ノード・エージェント・マシンでクラスター・メンバー (例えば、「server3」)
を作成します。 IBM InfoSphere Information Server プランニング、インストー
ル、および構成ガイドの手順に従います。
注: クラスター・メンバーを作成するノードを選択する場合は、「追加クラス
ター・メンバーの作成」ページで、前のステップで作成した新規の管理対象ノー
ドを必ず選択してください。
5. 新規の管理対象ノードを同期化します。管理対象ノードのホスト・コンピュータ
ーから syncNode WebSphere Application Server コマンドを実行します。デプロ
イメント・マネージャーのホスト名およびポートと、WebSphere Application
Server アドミニストレーターのユーザー名およびパスワードを入力引数として指
定する必要があります。
注: ノード・エージェントはまだ開始しないでください。syncNode オペレーシ
ョンは、完了するのに数分かかります。
syncNode コマンドに関する詳細な参照情報については、IBM WebSphere
Application Server Network Deployment のドキュメントを参照してください。
v 7.0 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_syncnode.html
v 8.0 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_syncnode.html
以下に、syncNode コマンドの構文を示し、その後に、カスタム・プロファイ
ル・ディレクトリー下にある syncNode コマンドのログ・ファイルの例を示しま
す。
syncNode dmgr_hostname dmgr_port -username was_admin_username
-password was_admin_password
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\bin>syncNode myDmgr01 8879
-username wasadmin -password *******
ADMU0116I: Tool information is being logged in file
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\syncNode.log
ADMU0128I: Starting tool with the Custom01 profile
ADMU0401I: Begin syncNode operation for node myNode01 with Deployment
Manager localhost: 8879
ADMU0016I: Synchronizing configuration between node and cell.
ADMU0402I: The configuration for node myNode01 has been synchronized
with Deployment Manager myDmgr01: 8879

同期が完了したら、カスタム・プロファイルに、新たに作成されたディレクトリ
ー (classes ディレクトリーと informationServer ディレクトリー) が両方とも
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含まれていることを確認します。この 2 つのディレクトリーとこれに含まれる
ファイルは、同期オペレーションの結果です。
注: 同期が失敗した場合は、カスタム・プロファイル・ディレクトリー内の
syncNode コマンド・ログ・ファイル (syncNode.log) を確認できます。
6. startNode WebSphere Application Server コマンドを使用して、ノード・エージ
ェント・コンピューターで新規ノード・エージェントを開始します。
startNode コマンドに関する情報については、IBM WebSphere Application
Server Network Deployment のドキュメントを参照してください。
v 7.0 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startnode.html
v 8.0 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startnode.html
7. 新たに作成されたクラスター・メンバーを WebSphere Application Server 管理コ
ンソールから開始します。
8. plugin-cfg.xml をフロントエンド Web サーバーの WLM プラグインに伝搬し
て、新規クラスター・メンバーを反映させます。 185 ページの『フロントエンド
Web サーバーへの plugin-cfg.xml ファイルの伝搬』 を参照してください。

マスター・リポジトリー構成変更後のノードの同期化
マスター・リポジトリー構成を変更したら、ノードを同期化して、セル内のすべて
のノードに変更を確実に伝搬します。この手順は、 IBM WebSphere Application
Server Network Deployment バージョン 7.0 と 8.0 で同じです。

このタスクについて
WebSphere Application Server は、定期的に自動で、ノードを内部で同期化します。
ただし、WebSphere Application Server を待機しないで、必要な場合はいつでもノー
ドを同期化することもできます。例えば、新規クラスター・メンバーを追加する場
合やセキュリティー設定を変更する場合に、マスター・リポジトリー構成を変更し
ます。
重要: マスター・リポジトリー構成に変更があった場合 (トポロジーまたはセル構成
の更新を含む) は常に、ノードを同期化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。
2. 「システム管理」セクションを展開して、「ノード」をクリックします。
3. 同期化するノードを選択します (ほとんどの場合は、すべてのノード)。
4. 「同期化」または「完全同期」をクリックします。
「同期化」と「完全同期」との相違の詳細については、ノード構成の同期化に関
する IBM WebSphere Application Server Network Deployment のセクションを参
照してください。
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tagt_svr_conf_nodes.html
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v 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/tagt_svr_conf_nodes.html

アプリケーション・サーバー・プロセスの再始動
セル・レベルで構成を変更した場合は、変更内容を有効にするために、すべての
IBM WebSphere Application Server Network Deployment プロセスを再始動する必要
があります。各マシンで、アプリケーション・サーバー、ノード・エージェント、
およびデプロイメント・マネージャーを特定の順序で再始動する必要があります。

このタスクについて
セル・レベル (デプロイメント・マネージャー・レベル) で何かを変更した場合は、
すべての IBM WebSphere Application Server Network Deployment プロセスを再始
動する必要があります。例えば、以下のいずれかのタスクを実行した後に、アプリ
ケーション・サーバー・プロセスを再始動します。
v セル・レベルでセキュリティーを変更する (例えば、SSL を有効にした場合、
SSL 証明書を置換した場合、またはユーザー・レジストリーを切り替えた場合)
v データ・ソースの構成を変更する
v その他のセル・レベル設定を変更する
このトピックの各手順に関係するタスクの実行方法の詳細については、次の表を参
照してください。
注: ノード・エージェントおよびアプリケーション・サーバー (クラスター) を再始
動する最も簡単な方法は、WebSphere Application Server 管理コンソールを使用する
方法です。これに代わりコマンド・ライン・ツールを使用する場合は、WebSphere
Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワード指定する必要が
あります。

手順
1. すべての WebSphere Application Server プロセスを、次の順序で停止します。
a. すべてのコンピューター上のすべてのアプリケーション・サーバーを停止し
ます。
b. すべてのコンピューター上のすべてのノード・エージェントを停止します。
c. デプロイメント・マネージャーを停止します。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 7.0 および
8.0 のアプリケーション・サーバー、ノード・エージェント、およびデプロイメ
ント・マネージャーを停止するには、次の表を参照してください。
表 12. WebSphere Application Server プロセスの停止
WebSphere Application Server プロセス バージョン 7.0 でのプロセスの停止

バージョン 8.0 でのプロセスの停止

アプリケーション・サーバー (停止)

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html

ノード・エージェント (停止)

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_stopnode.html

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_stopnode.html
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表 12. WebSphere Application Server プロセスの停止 (続き)
WebSphere Application Server プロセス バージョン 7.0 でのプロセスの停止

バージョン 8.0 でのプロセスの停止

デプロイメント・マネージャー (停止)

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_stopmanager.html

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_stopmanager.html

2. すべての WebSphere Application Server プロセスを停止すると、これらの再始動
に進むことができます。すべての WebSphere Application Server プロセスを、次
の順序で開始します。
a. デプロイメント・マネージャーを開始します。
b. すべてのマシン上のすべてのノード・エージェントを開始します。
c. すべてのマシン上のすべてのアプリケーション・サーバーを開始します。
注: アプリケーション・サーバーを再始動する場合、クラスターを再始動しま
す。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment バージョン 7.0 および
8.0 のアプリケーション・サーバー、ノード・エージェント、およびデプロイメ
ント・マネージャーを開始するには、次の表を参照してください。
表 13. WebSphere Application Server プロセスの開始
WebSphere Application Server プロセス バージョン 7.0 でのプロセスの開始

バージョン 8.0 でのプロセスの開始

デプロイメント・マネージャー (開始)

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_startmanager.html

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_startmanager.html

ノード・エージェント (開始)

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_startnode.html

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/
ae/ae/rxml_startnode.html

アプリケーション・サーバー (開始)

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html

次に進みます:http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html

注: ノード・エージェントの詳細については、次を参照してください。
v 7.0 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/uagt_rnodeagent.html
v 8.0 の場合: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/uagt_rnodeagent.html

HTTP セッション・データベース・パーシスタンスの設定
IBM InfoSphere Information Server をクラスター環境にインストールすると、メモリ
ー間レプリケーションを使用するように HTTP セッション管理が構成されます。
データベース・パーシスタンス方式を使用する場合は、IBM Redbooks パブリケー
ション「WebSphere Application Server V6 Scalability and Performance Handbook」の
セクション 6.8.5 の説明に従って、IBM WebSphere Application Server Network
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Deployment を構成します: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246392.html。この
2 つのメカニズムの長所と短所に関する詳細については、セクション 6.8 を参照し
てください。
データベース・セッション・パーシスタンスを構成するには、IBM WebSphere
Application Server インフォメーション・センターにある説明に従います。
v WebSphere Application Server バージョン 7.0 の場合: http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tprs_cnfp.html
v WebSphere Application Server バージョン 8.0 の場合: http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.base.doc/info/aes/ae/tprs_cnfp.html

IBM DB2 高可用性構成の管理
このタスクでは、IBM DB2 クラスターまたは高可用性災害復旧 (HADR) 構成での
IBM InfoSphere Information Server データベースの管理方法を概説します。
以下の手順は、メタデータ・リポジトリーまたは IBM InfoSphere Information
Analyzer 分析データベースがこのいずれかの構成でセットアップされている場合に
使用します。
DB2 クラスターまたは HADR 管理の詳細については、以下のリソースを参照して
ください。
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051382.html
v 次から入手できる IBM Redbooks® パブリケーション「High Availability and
Disaster Recovery Options for DB2 on Linux, UNIX, and Windows」:
www.redbooks.ibm.com/abstracts/SG247363.html

IBM DB2 HADR 構成でのフェイルオーバー
DB2 HADR 構成で 1 次データベースに障害が発生した場合、IBM InfoSphere
Information Server は、スタンバイ・データベースを使用して機能し続けることがで
きます。
スタンバイ・データベースの使用を開始するには、以下のことを行う必要がありま
す。
v サービス層 (IBM WebSphere Application Server) をスタンバイ・サーバーに再接
続する必要があります。DB2 自動クライアント・リルート (ACR) 機能によっ
て、サービス層はスタンバイ・サーバーに自動的に再接続されます。
v データベース管理者は、スタンバイ・データベースに対して TAKEOVER HADR
コマンドを実行する必要があります。
重要: 障害のために、データが失われることがあります。
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ユーザーがデータベースにデータを書き込み、バックアップ・サーバーへのデータ
の複製中に障害が発生すると、更新は失われることがあります。ほとんどの場合、
スタンバイ・データベースへの切り替えが完了後に、編集またはインポート処理を
やり直してデータを復元することができます。
トランザクションが失われる可能性と範囲は、HADR が構成されている同期モード
によって異なります。次の表に、同期モードとデータ損失シナリオをリストしま
す。
表 14. HADR 同期モードとデータ損失シナリオ
HADR 同期モード

データ損失シナリオ

SYNC

データ損失のリスクが最も少ない。

NEARSYNC

1 次データベースとスタンバイ・データベー
スの両方で同時に障害が発生すると、スタン
バイ・データベースでトランザクションが失
われることがあります。

ASYNC

スタンバイ・データベースでは、次のような
ケースでトランザクションが失われることが
あります。
v スタンバイ・データベースは、テークオー
バー・オペレーションが実行される前のト
ランザクションのすべてのログ・レコード
を受信していない。
v 1 次データベースとスタンバイ・データベ
ースの両方で同時に障害が発生した。

リモート・キャッチアップ保留状態中に 1 次データベースに障害が発生すると、ス
タンバイ・データベースが処理していなかったトランザクションは失われます。
注: データベース・スナップショットに示されたログ・ギャップは、1 次データベ
ースとスタンバイ・データベースが通信した最後の時点でのギャップを示します。
1 次データベースは、その時間以降、多くのトランザクションを処理していた可能
性があります。

DB2 HADR シナリオでのフェイルオーバーからのリカバリー
高可用性災害復旧 (HADR) が構成されている IBM DB2 データベースがインストー
ル済み環境に含まれている場合は、データベース管理者がフェイルオーバー・プロ
セスを手動で完了する必要があります。

このタスクについて
1 次 HADR データベースに障害が発生した場合は、以下の手順に従ってサービス
を復元します。
重要:

障害のために、データが失われることがあります。

手順
1. DB2 障害モニター機能 (db2fm) が 1 次データベース・サーバーで使用可能な場
合、データベースは 1 次サーバーで自動的に再始動されることがあります。ト
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ランザクションを再試行してデータベースが作動可能かどうかを確認するよう
に、ユーザーに指示します。データベースが作動可能な場合、それ以上のアクシ
ョンは不要です。
2. 可能であれば、1 次データベースを非アクティブにするかまたはそのインスタン
スを停止します。 1 次データベースがまだ実行中であるが、スタンバイ・デー
タベースと通信できない場合、テークオーバー・オペレーションを実行すると、
2 つの 1 次データベースが存在する結果となることがあります (「分離脳」シ
ナリオ)。
3. 以下のいずれかの管理インターフェースを使用して、テークオーバー・オペレー
ションを開始します。
v DB2 コマンド・ライン・プロセッサー (CLP)。
v DB2 コントロール・センターの「高可用性災害復旧の管理」ウィンドウ。
v db2HADRTakeover アプリケーション・プログラミング・インターフェース
(API)。

DB2 クラスター構成でのフェイルオーバーからのリカバリー
IBM InfoSphere Information Server データベースが IBM DB2 クラスター構成でセ
ットアップされている場合、フェイルオーバーは自動的です。
このような構成で 1 次ノードに障害が発生すると、パッシブ・ノードがデータベー
ス・ファイル・システムに接続されて、続行します。自動クライアント・リルート
(ACR) が構成されていると、サービス層 (IBM WebSphere Application Server) はパ
ッシブ・ノードに再接続されます。データベース管理者の介入は必要ありません。
読み取り専用トランザクション以外のトランザクションは停止され、ロールバック
されます。ユーザーはトランザクションを再サブミットする必要があります。
詳細情報については、DB2 のドキュメントを参照してください。

エンジン層フェイルオーバーのリカバリー
エンジン層 (および他の層のソフトウェアの可能性もあり) がアクティブ/パッシブ
構成でセットアップされている場合は、ハードウェアまたはネットワーク・エラー
によって、パッシブ・サーバーへのフェイルオーバーが発生します。また、フェイ
ルオーバーを強制的に行って、メンテナンスまたはアップグレード作業のためにア
クティブ・サーバーを解放することもできます。
サーバーにインストールされている高可用性 (HA) ソフトウェアが、障害検出とフ
ェイルオーバー・プロセスを管理します。
フェイルオーバー中、イベントの順序は、フェイルオーバーが障害によって発生し
たかまたは強制的に行われたかどうかによって異なります。

障害によるフェイルオーバー
アクティブ・サーバーのハードウェアまたはネットワークに障害が発生すると、ノ
ード間のハートビート・メカニズムによって、アクティブ・サーバーに障害が発生
したことがパッシブ・サーバーにシグナル通知されます。HA ソフトウェアは、以
下のアクションを行って、パッシブ・サーバーでサービスを復元します。
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v 1 次サーバーが実行しなくなったことを確認する。
v リソース・グループと関連付けられている IP アドレスを新規サーバーに割り当
てる。
v ソフトウェアのフロート・マウント・ポイントを新規サーバーにマウントする。
v start オプションを指定して InfoSvrEngine スクリプトを呼び出すことにより、
新規サーバーでエンジン層ソフトウェアを開始する。
v 他の層のソフトウェアがサーバーにインストールされている場合、HA ソフトウ
ェアは、start オプションを指定して InfoSvrServices スクリプトを呼び出すこ
とにより、そのソフトウェアを開始する。このスクリプトは、サービス層を開始
します。また、メタデータ・リポジトリー層がエンジン層とともにインストール
されている場合は、メタデータ・リポジトリー層も開始します。

強制フェイルオーバー
フェイルオーバーを強制すると、HA ソフトウェアは、ソフトウェアをシャットダ
ウンしてから他のノードでそのソフトウェアを開始します。HA ソフトウェアは、
以下のステップを実行します。
v エンジン層以外の層のソフトウェアがインストールされている場合、HA ソフト
ウェアは、stop オプションを指定して InfoSvrServices スクリプトを呼び出す
ことによりこのソフトウェアを停止する。このスクリプトは、サービス層を停止
します。また、メタデータ・リポジトリー層がエンジン層とともにインストール
されている場合は、メタデータ・リポジトリー層も停止します。
v stop オプションを指定して InfoSvrEngine スクリプトを呼び出すことにより、
サーバー上のエンジン層ソフトウェアを停止する。
v ソフトウェアのフロート・マウント・ポイントをアンマウントする。
v データ・ファイル・マウント・ポイントをアンマウントする。
v リソース・グループと関連付けられている IP アドレスを旧サーバーから割り当
て解除する。
v リソース・グループの IP アドレスを再割り当てし、フロート・マウント・ポイ
ントをマウントする。
v start オプションを指定して InfoSvrEngine スクリプトを呼び出すことにより、
新規サーバーでエンジン層ソフトウェアを開始する。
v 他の層のソフトウェアがサーバーにインストールされている場合、HA ソフトウ
ェアは、start オプションを指定して InfoSvrServices スクリプトを呼び出すこ
とにより、そのソフトウェアを開始する。このスクリプトは、サービス層を開始
します。また、メタデータ・リポジトリー層がエンジン層とともにインストール
されている場合は、メタデータ・リポジトリー層も開始します。

リカバリー・プロセス
実動システムでは、サーバー・エンジン・サービスが正常にシャットダウンしなか
った場合、DSHARestart ツールはパッシブ・サーバーで自動的に開始されます。こ
のツールは、フェイルオーバーが発生したときに 1 次サーバーで実行していたジョ
ブと関連付けられている動的ファイルを検査して修復します。このジョブの状況
は、識別しやすいように異常終了 に設定されます。
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フェイルオーバーが発生したときにユーザーがプロジェクトを作成、編集、または
コンパイルしていた開発システムでは、再実行するとプロジェクトが不整合状態に
なる可能性があります。SyncProject ツールを使用すると、このプロジェクトでの
不整合を解決できます。

エンジン層フェイルオーバーからのリカバリー
エンジン層フェイルオーバーが発生したら、以下の手順に従ってプロジェクトをリ
カバリーし、中断したジョブを再実行します。
IBM InfoSphere Information Server エンジン・サービスが正常にシャットダウンしな
かった場合 (例えば、障害のためのフェイルオーバーが発生した場合)、DSHARestart
ツールがパッシブ・サーバーで自動的に開始されます。このツールは、フェイルオ
ーバーが発生したときに 1 次サーバーで実行していたジョブと関連付けられている
動的ファイルを検査して修復します。このジョブの状況は、識別しやすいように異
常終了 に設定されます。
このツールは、実動システムでの無人フェイルオーバー・イベントの処理を目的と
しています。ユーザーの対話操作を必要とせずに、実行中のジョブを確実に再実行
することができます。
InfoSphere Information Server エンジン・サービスは、DSHARestart ツールがそのタ
スクを完了するまでは、完全に始動されません。ツールは実行していますが、ユー
ザーは InfoSphere Information Server エンジンに接続して使用することはできませ
ん。このデザインで、リカバリー処理中にジョブはそれ以上破損されないようにな
っています。
DSHARestart ツールは実行中に、そのアクションを HARestart.log ファイルに記録
します。リカバリー処理中に問題が発生した場合、詳細については、このファイル
を参照してください。このファイルは、次のディレクトリーにあります。
v

Linux

v

Windows

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine

C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine

DSHARestart ツールが終了したら、SyncProject ツールを使用してプロジェクトを
リカバリーします。その後、中断されたジョブをすべて再実行します。サーバーを
置換し、新規サーバーをオンラインにする。

SyncProject ツールを使用したプロジェクトのリカバリー
フェイルオーバー後、SyncProject ツールを実行して、プロジェクト内の不整合を
修復できます。

このタスクについて
障害発生後、プロジェクトのデザイン時資産を保持するリポジトリーは、実行時資
産を保持するリポジトリーとは同期しないままになっている場合があります。この
状態により、プロジェクトまたはプロジェクトに含まれる資産が使用不能になるこ
とがあります。SyncProject ツールを実行して不整合を検査し、不整合が検出され
たら修復することができます。
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手順
プロジェクトを分析し、リカバリーするには、SyncProject ツールを実行します。

例
以下のサンプル・コマンドは、すべてのプロジェクトの整合性レポートを表示しま
す。SyncProject ツールはまた、/tmp/myprojrep.txt ファイルにレポートを書き込
みます。
SyncProject -ISHost R101:9080 -IAUser admin -IAPassword pword -project
-report /tmp/myprojrep.txt

このケースでは、SyncProject ツールから、4 つのプロジェクトに関する結果が返
されます。以下の例に示すように、プロジェクト dstage9 で 2 つの不整合が検出さ
れています。
DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage4
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage5
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project = dstage9
--------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job ’testJob’ is missing.
DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’
Overall Summary
--------------2 Issues found.

次のコマンドによって、SyncProject ツールは dstage9 プロジェクトを修正しま
す。
SyncProject -ISFile islogin -project dstage9 -Fix

このコマンドでは、必要な修復を行って、以下のレポートを出力します。
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9080
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 31538
DataStage Project: dstage9
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job ’testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job ’testJob2’ category ’incorrectCategory’ should be ’correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Overall Summary
--------------2 Issues resolved.
0 Issues remaining.

198

管理ガイド

異常終了したジョブの識別と再実行
DSHARestart ツールが終了したら、dsjob ツールを使用してジョブを再実行しま
す。

このタスクについて
DSHARestart ツールが終了した後、リカバリーされたジョブ・シーケンスは次のい
ずれかの状態のままになっています。
v 異常終了/再実行可能。このジョブ・シーケンスは、停止した位置から実行、また
はリセットして実行できます。
v 異常終了。このジョブを実行するには、事前にそのジョブをリセットする必要が
あります。

手順
異常終了/再実行可能 状態かまたは異常終了 状態のジョブを識別するには、以下の
いずれかのツールを使用します。
dsjob ツール
dsjob ツールを使用するには、次のようにします。
1. エンジン層のホスト・コンピューターにログインします。アドミニスト
レーターまたは IBM InfoSphere DataStage ユーザー特権を持つアカウン
トを使用します。
2. dsenv ファイルを含むディレクトリーに変更します。このディレクトリ
ーは、$DSHOME 環境変数に指定されています。デフォルトでは、ディ
レクトリーは /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine です。
3. dsenv ファイルを入手します。
. dsenv

4. dsjob ツールを実行します。値が 96 の -status オプションを指定しま
す。
dsjob –ljobs –status 96 project

5. 異常終了/再実行可能 状態のチェックポイント・ジョブ・シーケンスを
再実行するには、値が RESTART の -mode オプションを指定し、さらに
ジョブ・シーケンスを指定します。
dsjob –run –mode RESTART project jobsequence

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアント
InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアントを使用す
るには、クライアントを開始してジョブを表示します。「状況」列が「異常
終了」または「異常終了/再実行可能」となっているジョブを探します。
C または DSBasic のジョブ制御 API DSRunJob 関数
C または DSBasic ジョブ制御 API DSRunJob 関数の詳細については、IBM
InfoSphere DataStage のドキュメントを参照してください。

次のタスク
異常終了ジョブを識別して再実行した後で、1 次サーバーの障害の原因を分析して
解決します。
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第 10 章 ログの管理
ログ・イベントには、設定した条件でイベントをフィルタリングするビューからア
クセスできます。また、複数のビューを作成して、それぞれに異なるイベント・セ
ットを表示することもできます。
すべての IBM InfoSphere Information Server スイート・コンポーネントにわたるロ
グを管理できます。ログを表示し、問題を解決するための中心的な場所が、コンソ
ールと Web コンソールによって提供されます。ログはメタデータ・リポジトリー
に保管され、各 InfoSphere Information Server スイート・コンポーネントで関連す
るロギング・カテゴリーを定義します。

ロギング
ログ・ビューを構成して、スイートでのアクティビティーの実行時に生成されるロ
グ・メッセージを管理することができます。
ログ・メッセージを照会するログ・ビューを作成します。ログ・メッセージには、
スイートで実行されるアクティビティーに関する詳細が表示されます。ログ・ビュ
ーを作成したら、フィルターを使用して、ログ・ビューの情報を制限することがで
きます。ログ・メッセージを削除できるのはスイート・アドミニストレーターのみ
です。ログ・メッセージを削除する場合は、削除する必要のある情報を含むログ・
ビューを選択します。
ログ・ビューを専用にすることで、ログ・ビューに対するアクセスを制限できま
す。専用ログ・ビューは、そのログ・ビューを作成したユーザーのみが使用できま
す。ログ・ビューをすべてのユーザーに対して使用可能にする場合は、ログ・ビュ
ーを共有にします。共有ログ・ビューを編集できるのは、その共有ログ・ビューを
作成したユーザーまたはスイート・アドミニストレーターのみです。

ロギング・コンポーネント
ロギング・コンポーネントとは、ロギング・サービスを使用する、IBM InfoSphere
Information Server 内のスイート・コンポーネントまたは共有サービス (レポート作
成など) を表す名前付きエンティティーです。
ロギング・コンポーネントは、1 つ以上のロギング・カテゴリーを定義します。そ
れぞれのロギング・カテゴリーは、コンポーネントの 1 つの機能の側面を表すロ
グ・メッセージのグループです。
例えば、カテゴリー ISF-REPORTING-ENGINE には、レポート作成エンジン用の 1
つのログ・メッセージ・セットがあります。これは、レポート作成サービスと呼ば
れる、ロギング・コンポーネントの機能の一側面です。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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ログ構成
ログ構成を使用して、スイート・コンポーネントのイベントをログに記録する条件
を設定できます。
構成と、構成に属する個々のカテゴリーの両方で、メタデータ・リポジトリーにイ
ベントを保存するための重大度レベルのフィルターを設定します。実行時に、構成
の重大度レベルは、カテゴリーのフィルターをオーバーライドします。
各ロギング・コンポーネントは、複数のログ構成を持つことができます。アクティ
ブ構成によって、メタデータ・リポジトリーに保存されるイベントが決まります。

重大度レベル
重大度レベルは、メタデータ・リポジトリーにイベントを保存するためのしきい値
を指定します。
構成の中で、取り込みの下限しきい値を設定します。これより上のレベルもすべて
収集されます。例えば、「警告」レベルを選択すると、警告、エラー、および致命
的イベントがログに記録されます。レベルは、高いレベル (致命的) から低いレベル
(トレース) の順です。
v 致命的
v エラー
v 警告
v 情報 (情報のみ)
v デバッグ
v トレース
特定のロギング・カテゴリーが関係する実行時の問題のトラブルシューティングに
は、デバッグ・レベルとトレース・レベルを使用できます。ただし、特定の問題の
トラブルシューティングを行う場合を除き、ロギングしきい値はデフォルト値のま
まにしてください。デフォルト値では、クリティカル・エラーのみがログに記録さ
れるので、ディスク・スペースの使用量が不必要に増大しません。
各ロギング・コンポーネントは、複数のログ構成を持つことができます。アクティ
ブ構成によって、メタデータ・リポジトリーに保存されるイベントが決まります。

ログ・イベントのビュー
ログ・イベントには、ビューからアクセスできます。ビューは、選択した基準に基
づいてイベントをフィルタリングします。
複数のビューを作成できます。それぞれのビューには、異なるセットのイベントが
表示されます。
次の基準で、メッセージをフィルタリングできます。
メッセージ・ストリング
メッセージ・テキストの一部または全部で、メッセージをフィルタリングで
きます。次の 2 つのワイルドカード文字がサポートされています。
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v アスタリスク (*) は、1 つ以上の文字を表します。
v 疑問符 (?) は、現在位置の任意の 1 文字を表します。
カテゴリー
カテゴリー名でメッセージをフィルタリングできます。
重大度レベル
重大度レベルでメッセージをフィルタリングできます。
時間フレーム
ビューは、日付範囲でアクティビティーを収集するか、あるいは、最新のイ
ベントを表示できます。初期ビューに含めるイベントの数と、更新頻度を指
定できます。ロギング・サービスは、自動的にビューを更新します。

共有ビューと専用ビュー
ビューは、専用にすることも、共有にすることもできます。専用ビューを作成した
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーには、そのビューに対
する排他的アクセス権限があります。
次の表は、作成者とビューのタイプに基づく、アクセス・レベルを示しています。
表 15. ビューに対するアクセス
ビューのタイプ

作成者

アクセスできるユーザー

専用

スイート・アドミニス
トレーター

作成者は、編集、表示、削除ができます。

共有

スイート・アドミニス
トレーター

作成者と他のスイート・アドミニストレーター
は、編集、表示、削除ができます。
スイート・ユーザーは表示ができます。

専用

スイート・ユーザー

作成者は、編集、表示、削除ができます。

共有

スイート・ユーザー

作成者は、編集、表示、削除ができます。
スイート・アドミニストレーターは、表示と削
除ができます。
他のスイート・ユーザーは表示ができます。

コンソールでのログ・ビューの管理
コンソールにおいて、ログ・ビューの作成、ビューからログ・イベントへのアクセ
ス、ログ・ビューの編集、およびログ・イベントのパージができます。

コンソールでのログ・イベント・ビューの作成
スイート・コンポーネント・ユーザーと共有サービスによって開始されるイベント
のビューを作成できます。これらのイベントは、メタデータ・リポジトリーに保管
されます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーの権限が必要です。
第 10 章 ログの管理
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手順
1. コンソールの「操作」ナビゲーター・メニューで、「ログ・ビュー」を選択しま
す。
2. 「タスク」ペインで、「新規ログ・ビュー」をクリックします。
3. ログ・ビューの名前と説明を指定します。
4. 「アクセス」メニューで、アクセス・レベルを選択します。
5. ログ・ビューのパラメーターを指定します。
a. 「メッセージ」フィールドに、メッセージ・テキストをフィルタリングする
ためのパターンを入力します。 次の 2 つのワイルドカード文字がサポート
されています。
v アスタリスク (*) は、1 つ以上の文字を表します。
v 疑問符 (?) は、現在位置の任意の 1 文字を表します。
b. 「重大度レベル」ペインで、1 つ以上の重大度レベルを選択してメッセージ
をフィルタリングします。
c. フィルタリングに使用するカテゴリーを 1 つ以上選択します。
d. 「タイム・スタンプ」ペインで、日付範囲、イベント数、または経過時間を
指定します。
e. 「コンテキスト」ペインでは、利用可能リストから選択し、選択したコンポ
ーネントによって生成されたロギング・イベントのみを含めます。 各コンポ
ーネントで、そのロギング・メッセージ・フィールドを定義します。
6. 「ログの表示」をクリックして、保存する前にログ・ビューの結果を表示しま
す。
7. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックして、ビューを保存します。

ログ・イベントの表示
ログ・ビューを開いて、そのビューで取り込んだイベントを検査できます。

手順
1. コンソールの「操作」ナビゲーター・メニューで、「ログ・ビュー」を選択しま
す。
2. 「ログ・ビュー」ワークスペースで、開く必要のあるログ・ビューを選択しま
す。
3. 「タスク」ペインで、「ログの表示」をクリックします。
4. 「ログの表示」ペインで、イベントを 1 つ選択して詳細なログ・イベントを表
示します。 「プロパティーを開く」をクリックすると、ログ・ビューの詳細を
表示することができます。

ログ・ビューの編集
ログ・イベントのビューを編集して、ログ・ビューに含めるイベントを変更できま
す。

手順
1. 「操作」ナビゲーター・メニューで、「ログ・ビュー」を選択します。
2. 「ログ・ビュー」ワークスペースで、編集するログ・ビューを選択します。
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3. 「タスク」ペインで、「開く」をクリックします。
4. 「開く」ペインで、ビューの基準を変更します。
5. 「ログの表示」をクリックして、保存する前に変更済みログ・ビューの結果を表
示します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックして、ビューを保存します。

ログ・ビューのコピー
以前のログ・ビューの構成詳細に基づいて新規ログ・ビューを作成する場合、ロ
グ・ビューのコピーを作成できます。

手順
1. 「操作」ナビゲーター・メニューで、「ログ・ビュー」を選択します。
2. 「ログ・ビュー」ワークスペースで、コピーするログ・ビューを選択します。
3. 「タスク」ペインで、「コピー」をクリックします。
4. ログ・ビューの新しい名前と新しい説明を入力します。
5. オプション: ビューのフィルターを変更します。
6. 「保存」 > 「保存して閉じる」をクリックして、ビューを保存します。

ログ・メッセージのパージ
メタデータ・リポジトリーにあるログ・メッセージには、有効期限がありません。
ログ・ビューによって取り込まれたイベントのログ・メッセージを削除することが
できます。このアクションは、大容量のイベントを管理する場合に有効です。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. 「操作」ナビゲーター・メニューで、「ログ・ビュー」を選択します。
2. 「ログ・ビュー」ワークスペースで、1 つ以上のログ・ビューを選択します。
3. 「タスク」ペインで、「ログのパージ」をクリックします。
4. 確認ウィンドウで、「OK」をクリックして、ログ・イベントをパージすること
を確認します。 選択したビューに対するログ・メッセージが、メタデータ・リ
ポジトリーから削除されます。

タスクの結果
ログ・メッセージは、他のタスクの作業を続行できるように、バックグラウンドで
削除されます。大量のログ・メッセージを削除する場合、削除する必要のあるロ
グ・メッセージに関するイベントが、画面が最新表示された後も表示されることが
あります。このイベントは、ログ・メッセージがすべてメタデータ・リポジトリー
から削除されると、表示されなくなります。
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IBM InfoSphere Information Server Web コンソール でのログ・ビュー
の管理
IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「管理」タブでは、ログ・ビ
ューの作成、ビューからログ・イベントへのアクセス、ログ・ビューの編集、ロ
グ・イベントのパージ、およびログ・ビューの削除を行うことができます。また、
ログ・ビューをロギング・コンポーネント単位で管理することもできます。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのロ
グ・イベント・ビューの作成
スイート・コンポーネント・ユーザーと共有サービスによって開始されるイベント
のビューを作成できます。これらのイベントは、メタデータ・リポジトリーに保管
されます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーの権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ログ・ビュー」を選択しま
す。
3. 「ログ・ビュー」ペインで、「新規」をクリックします。
4. ログ・ビューの名前と説明を指定します。
5. 「ログ・ビューのアクセス」リストで、アクセス・レベルを選択します。
6. オプション: 「メッセージ」フィールドに、メッセージ・テキストをフィルタリ
ングするためのパターンを入力します。 次の 2 つのワイルドカード文字がサ
ポートされています。
v アスタリスク (*) は、1 つ以上の文字を表します。
v 疑問符 (?) は、現在位置の任意の 1 文字を表します。
7. オプション: 重大度レベル・グループで、1 つ以上の重大度レベルを選択してメ
ッセージをフィルタリングします。
8. オプション: ロギング・カテゴリーを使用してフィルタリングします。
a. 「カテゴリー」ペインで、「参照」をクリックします。
b. 「カテゴリーの参照」ウィンドウで、1 つ以上のカテゴリーを選択します。
c. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
9. オプション: 「タイム・スタンプ」ペインで、日付範囲、イベント数、または経
過時間を指定します。
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オプション

説明

日付範囲を指定するには、次のようにしま
す。

1. 「範囲」を選択します。
2. 開始日時と終了日時を入力するか、カレ
ンダーを使用して開始日時とオプション
で終了日時を指定します。

オプション

説明

リアルタイム更新をスケジュールするには、
次のようにします。

1. 「リアルタイム・ロギング」を選択しま
す。
2. 組み込むイベントの数と更新頻度を秒単
位で指定します。

経過時間を指定するには、次のようにしま
す。

1. 「間隔」を選択します。
2. 間隔の数値を指定し、間隔のタイプを選
択します (例、5 日など)。

10. オプション: 「コンテキスト」ペインでは、利用可能リストから選択し、選択し
たコンポーネントによって生成されたロギング・イベントのみを含めます。 各
コンポーネントで、そのロギング・メッセージ・フィールドを定義します。
11. オプション: ログ・ビューに表示される表列を指定します。
12. 「保存して閉じる」をクリックしてビューを保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのロ
グ・イベントの表示
ログ・ビューを開いて、そのビューで取り込んだイベントを検査できます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ログ・ビュー」を選択しま
す。
3. 「ログ・ビュー」ペインで、開くログ・ビューを選択します。
4. 「ログの表示」をクリックします。 「ログの表示」ペインに、ログ・イベント
のリストが表示されます。
5. イベントを選択して、ログ・イベントの詳細を表示します。
6. オプション: 「ログのエクスポート」をクリックして、ログ・ビューのコピーを
コンピューター上に保存します。
7. オプション: 「ログのパージ」をクリックすると、現在表示されているログ・イ
ベントがパージされます。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのロ
グ・ビューの編集
ログ・イベントのビューを編集して、ログ・ビューに含めるイベントを変更できま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ログ・ビュー」を選択しま
す。
3. 「ログ・ビュー」ペインで、編集するログ・ビューを選択します。
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4. 「開く」をクリックします。
5. 「開く」ペインで、ビューの基準を変更します。
6. 「保存して閉じる」をクリックしてビューを保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのロ
グ・ビューのコピー
以前のログ・ビューの構成詳細に基づいてログ・ビューを作成する場合、ログ・ビ
ューのコピーを作成することができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ログ・ビュー」を選択しま
す。
3. 「ログ・ビュー」ペインで、コピーするビューを選択します。
4. 「コピー」をクリックします。
5. ログ・ビューの新しい名前と新しい説明を入力します。
6. オプション: ビューのフィルターを変更します。
7. 「保存して閉じる」をクリックしてビューを保存します。

IBM InfoSphere Information Server Web コンソールでのロ
グ・メッセージのパージ
メタデータ・リポジトリーにあるログ・メッセージには、有効期限がありません。
ログ・ビューによって取り込まれたイベントのログ・メッセージを削除することが
できます。このアクションは、大容量のイベントを管理する場合に有効です。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ログ・ビュー」を選択しま
す。
3. 「ログ・ビュー」ペインで、1 つ以上のビューを選択します。
4. 「ログのパージ」をクリックします。
5. 確認ウィンドウで、「はい」をクリックして、ログ・イベントをパージすること
を確認します。 選択したビューに対するログ・メッセージが、メタデータ・リ
ポジトリーから削除されます。

タスクの結果
他のタスクの作業を続行できるように、ログ・メッセージはバックグラウンドで削
除されます。大量のログ・メッセージを削除する場合、削除する必要のあるログ・
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メッセージに関するイベントが、画面が最新表示された後も表示されることがあり
ます。このイベントは、ログ・メッセージがすべてメタデータ・リポジトリーから
削除されると、表示されなくなります。

コンポーネントごとのロギングの管理
IBM InfoSphere Information Server のロギング・コンポーネントごとに、ロギングを
管理できます。メタデータ・リポジトリーにイベントのログを記録するしきい値の
変更、特定のログ構成のアクティブ指定、特定のログ構成のデフォルト指定、ある
いは、ログ構成の削除などを行うことができます。

このタスクについて
ロギング・コンポーネントとは、ロギング・サービスを使用する、InfoSphere
Information Server 内のスイート・コンポーネントまたは共有サービス (セッション
またはモニター・サービスなど) を表す名前付きエンティティーです。

ログ構成の作成
ログ構成を作成して、スイート・コンポーネント内のロギング・イベントの基準を
設定します。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ロギング・コンポーネント」
を選択します。
3. 「ロギング・コンポーネント」ペインで、ロギング・コンポーネントの 1 つを
選択します。
4. 「構成の管理」をクリックします。
5. 「新規ログ構成」をクリックします。
6. 「新規」ペインで、構成の名前を入力します。
7. 「しきい値」メニューで、ロギング・イベントをメタデータ・リポジトリーに
書き込むためのしきい値レベルを選択します。 しきい値は、個々のカテゴリー
の重大度レベル (後述) より優先され、ログに記録される対象を制限します。し
きい値を「オフ」に設定すると、この構成に関してはログに何も記録されなく
なります。特定の問題のトラブルシューティングを行うには、しきい値を「す
べて」に設定し、カテゴリー重大度レベルを使用してログに記録する対象を指
定します。
8. 構成にロギング・カテゴリーを追加します。
a. 「参照」をクリックします。
b. 「カテゴリーの参照」ウィンドウで、構成に含めるカテゴリーを選択しま
す。
c. 「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
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9. オプション: 組み込んだカテゴリーの重大度レベルを変更します。特定の問題を
デバッグする場合を除いては、この設定は「警告」のままにします。
10. 「保存して閉じる」をクリックして、メタデータ・リポジトリーに構成を保存
します。

タスクの結果
ログ構成では、先行するタスクで指定されたロギング・カテゴリーの名前と、作業
で使用しているコンポーネントのルート・ロギング・カテゴリーの名前が表示され
ます。ルート・ロギング・カテゴリーは、ログ構成に常に指定します。

ログ構成の編集
ロギング・カテゴリーとビューのフィルタリングを変更する場合、ログ構成を編集
できます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ロギング・コンポーネント」
を選択します。
3. 「ロギング・コンポーネント」ペインで、ロギング・コンポーネントの 1 つを
選択します。
4. 「構成の管理」をクリックします。
5. 構成を選択します。
6. 「開く」をクリックします。
7. 構成の詳細を変更します。
8. 「保存して閉じる」をクリックして構成を保存します。

ログ構成のコピー
別のログ構成の構成詳細に基づいて新規ログ構成を作成する場合、ログ構成のコピ
ーを作成することができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ロギング・コンポーネント」
を選択します。
3. 「ロギング・コンポーネント」ペインで、ロギング・コンポーネントの 1 つを
選択します。
4. 「構成の管理」をクリックします。
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5. 構成を選択します。
6. 「コピー」をクリックします。
7. オプション: 「コピー」ペインで、ログ構成の新しい名前を入力します。
8. 構成詳細を変更します。
9. 「保存して閉じる」をクリックして構成を保存します。

デフォルトのログ構成の設定
デフォルトのログ構成を設定できます。デフォルト構成は、他の構成がアクティブ
にされていない場合に、アクティブ構成になります。

始める前に
スイート・アドミニストレーター権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ロギング・コンポーネント」
を選択します。
3. 「ロギング・コンポーネント」ペインで、ロギング・コンポーネントの 1 つを
選択します。
4. 「構成の管理」をクリックします。
5. 構成を選択します。
6. 「デフォルトに設定」をクリックします。

ログ構成のアクティブ化
ログ構成をアクティブにして、その構成を使用するメタデータ・リポジトリー内の
イベントをログに記録します。

始める前に
スイート・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
各スイート・コンポーネントに対して複数のログ構成を作成できます。アクティ
ブ・ログ構成のみが、メタデータ・リポジトリー内のイベントをログに記録しま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「ログ管理」 > 「ロギング・コンポーネント」
を選択します。
3. 「ロギング・コンポーネント」ペインで、ロギング・コンポーネントの 1 つを
選択します。
4. 「構成の管理」をクリックします。
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5. 構成を選択します。
6. 「アクティブに設定」をクリックします。
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第 11 章 スケジュールの管理
IBM InfoSphere Information Server Web コンソール では、すべてのスイート・コン
ポーネントにわたって定義されたすべてのスケジュールの照会、その状況、履歴、
および予測の確認、スケジュール実行履歴のパージなどの保守タスクの実行、シス
テムの過負荷を避けるための既存スケジュールの停止または開始を行うことができ
ます。
スイート・コンポーネントの多くは、スケジューリング機能を使用します。例え
ば、IBM InfoSphere Information Analyzer のレポート実行や分析ジョブは、スケジュ
ール済みタスクです。通常、これらのスケジュールはスイート・コンポーネントで
作成、更新、および管理します。例えば、IBM InfoSphere Information Server コンソ
ール で、InfoSphere Information Analyzer プロジェクト内の列分析ジョブを毎週実
行するようにスケジュールを作成します。
スイート・アドミニストレーターとして、各スイート・コンポーネントで作成され
たすべてのスケジュール・アクティビティーを全体的に表示して、それらのスケジ
ュールを処理するために十分なリソースがあるかを確認したり、誰がどのような頻
度でタスクをスケジュールしているかをモニターしたりする必要がある場合があり
ます。

スケジュール・ビューの基準
スケジュールには、設定した条件に基づいてイベントをフィルタリングするビュー
からアクセスします。
ビューを作成するときに、次の基準でメッセージをフィルタリングできます。
名前

名前でスケジュールのタスクをフィルタリングできます。次の 2 つのワイ
ルドカードがサポートされています。
v アスタリスク (*) は、1 つ以上の文字を表します。
v 疑問符 (?) は、現在位置の任意の 1 文字を表します。

説明

説明でスケジュールのタスクをフィルタリングできます。

スケジュール状況
スケジュールは、「完了」、「開始」、「一時停止」の 3 つの状況を持ち
ます。
タスクの実行状況
それぞれのタスク・インスタンスは、「異常終了」、「完了」、「ユーザー
によるキャンセル」、「実行中」の 4 つの内のいずれかの状況を持ちま
す。
作成者 ユーザーでスケジュールをフィルタリングできます。
日付

次の 3 つの日付でスケジュールをフィルタリングできます。
v スケジュールが作成された日付。
v スケジュールのいずれかのタスクの実行が開始された日付。
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v スケジュールのいずれかのタスクの実行が更新された (例えば、実行開始
または完了など) 日付。
発信元 タスクを開始したアプリケーション・コンポーネントに基づいて、タスクを
フィルタリングできます。

共有ビューと専用ビュー
ビューは、専用にすることも、共有にすることもできます。専用ビューを作成した
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーには、そのビューに対
する排他的アクセス権限があります。
次の表は、作成者とビューのタイプに基づく、アクセス・レベルを示しています。
表 16. ビューに対するアクセス
ビューのタイプ

作成者

アクセスできるユーザー

専用

スイート・アドミニス
トレーター

作成者は、編集、表示、削除ができます。

共有

スイート・アドミニス
トレーター

作成者と他のスイート・アドミニストレーター
は、編集、表示、削除ができます。
スイート・ユーザーは表示ができます。

専用

スイート・ユーザー

作成者は、編集、表示、削除ができます。

共有

スイート・ユーザー

作成者は、編集、表示、削除ができます。
スイート・アドミニストレーターは、表示と削
除ができます。
他のスイート・ユーザーは表示ができます。

スケジュール・ビューの作成
スケジュールおよびスケジュール済みタスクのリストにアクセスし、管理するため
に、スケジュール・ビューを作成します。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーの権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、「新規スケジュール・ビュー」をクリック
します。
4. ビューの名前、説明、およびアクセス・レベルを指定します。
5. 「フィルター」ペインで、スケジュールをフィルタリングする場合の基準を指定
します。
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6. 「保存して閉じる」をクリックしてスケジュール・ビューを保存します。

次のタスク
このスケジュール・ビューによって取り込まれたすべてのスケジュールが表示でき
るようになります。

コピーからのスケジュール・ビューの作成
別のスケジュールの構成詳細に基づいてスケジュール・ビューを作成する場合、ス
ケジュール・ビューのコピーを作成することができます。

始める前に
スイート・アドミニストレーターまたはスイート・ユーザーの権限が必要です。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「コピー」をクリックします。
5. 「コピー」ペインで、スケジュール・ビューの新しい名前と説明を入力します。
6. ビューの基準を変更します。
7. 「保存して閉じる」をクリックします。

スケジュール・ビューによって取り込まれたスケジュールの表示
スケジュール・ビューによって取り込まれたスケジュールを表示できます。このビ
ューから、スケジュールおよびスケジュール済みタスクを管理できます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「スケジュールの表示」をクリックします。 ビューの基準に合致するスケジュ
ールのリストが開きます。

ビュー内のすべてのスケジュールの一時停止
一連のスケジュールを一時停止するには、スケジュール・ビューによって取り込ま
れたすべてのスケジュールを一時停止することができます。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「一時停止」をクリックします。 ビューによって取り込まれたスケジュール
が、一時停止されます。そのスケジュール内のすべてのタスクは、スケジュール
が再開されるまで実行されません。

ビュー内のすべてのスケジュールの再開
スケジュール・ビュー内のすべてのスケジュールを一時停止した後に、そのスケジ
ュール・ビューで取り込まれたすべてのスケジュールを再開することができます。

手順
スケジュール・ビュー内のすべてのスケジュールを再利用するには、次のようにし
ます。
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「再開」をクリックします。 ビューによって取り込まれたスケジュールが、再
開されます。

ビュー内のすべてのスケジュールの履歴をパージ
多くのスケジュールの実行履歴をすぐにパージするには、スケジュール・ビューの
履歴をパージすることができます。スケジュール・ビューによって取り込まれたす
べてのスケジュールの実行履歴が、メタデータ・リポジトリーからパージされま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「実行履歴のパージ」をクリックします。
5. 「パージ」ウィンドウで、アクションを指定します。
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オプション

説明

実行履歴をすべてパージ

「すべて」を選択します。

オプション

説明

日付範囲内の実行履歴のパージ

1. 「範囲」を選択します。
2. 日付と時間を入力するか、または、カレ
ンダーを使用して開始日時と終了日時を
指定します。

6. 「はい」をクリックします。 実行履歴が、メタデータ・リポジトリーから削除
されます。

ビュー内のスケジュール済みタスクの作業
スケジュール・ビューを作成したら、ビューによって取り込まれた個別のスケジュ
ールとスケジュール済みタスクにアクセスできます。個別タスクの停止と開始が可
能です。また、そのビューによって取り込まれた完了済みタスク、実行中のタス
ク、または今後のタスクのサマリーも表示できます。

スケジュール済みタスクの停止
スケジュール・ビューに取り込まれたスケジュールを表示しているときに、スケジ
ュール済みタスクを停止することができます。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」タブで、ビューを選択します。
4. 「スケジュールの表示」をクリックします。
5. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュール済みタスクを選択します。
6. 「停止」をクリックします。 このタスクは停止されます。

スケジュール済みタスクの履歴のパージ
スケジュール済みタスクの実行履歴をメタデータ・リポジトリーから削除できま
す。タスクとそのスケジュールは、メタデータ・リポジトリーにそのまま残りま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server Web コンソール で、「管理」タブをクリッ
クします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「スケジュール・モニター」 > 「スケジュール
のビュー」を選択します。
3. 「スケジュールのビュー」ペインで、ビューを選択します。
4. 「スケジュールの表示」をクリックします。
5. 「スケジュールの表示」ペインで、タスクを選択します。
6. 「パージ」をクリックします。 スケジュール済みタスクの実行履歴がメタデー
タ・リポジトリーから削除されます。
第 11 章 スケジュールの管理
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完了済みスケジュールのリストの表示
現行のスケジュール済みタスクを表示している場合、完了したスケジュール済みタ
スクのすべてのインスタンスのサマリーを表示できます。

手順
1. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュールを選択します。
2. 「ビュー - 完了」をクリックします。

実行中のスケジュールのリスト表示
スケジュール済みタスクについて、スケジュールのどのインスタンスが現在実行中
であるかを表示できます。

手順
1. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュールを選択します。
2. 「ビュー - 実行中」をクリックします。

スケジュールされた今後のタスク・リストの表示
現行のスケジュール済みタスクを表示している場合、今後に実行されるタスクも表
示できます。

手順
1. 「スケジュールの表示」ペインで、スケジュールを選択します。
2. 「ビュー - 予測」をクリックします。
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第 12 章 IBM InfoSphere Information Server のバックアップ
およびリストア
データの損失を防ぎ、災害時回復の準備のために、IBM InfoSphere Information
Server に関連付けられたデータベース、プロファイル、およびディレクトリーをバ
ックアップおよびリストアできます。

このタスクについて
サービス層、エンジン層、およびメタデータ・リポジトリー層は、バックアップを
必要とするさまざまなエレメントから構成されます。ここで説明する手順では、
Microsoft Windows コンピューターで稼働する InfoSphere Information Server クライ
アントのバックアップおよびリストアは対象としていません。一般的に、クライア
ント・コンピューター上にローカルのユーザー固有のカスタマイズのみが保管され
ているクライアントのみのインストールでは、バックアップとリストアは必要あり
ません。クライアントのみのインストールをリカバリーするには、クライアントを
再インストールできます。
サービス層、エンジン層、およびメタデータ・リポジトリー層のバックアップとリ
ストアを支援するために、isrecovery 自動化ツールが提供されています。バックアッ
プまたはリカバリーを実行する際には、コンピューターにインストールされている
すべての層が同時にバックアップされます。システムが複数のコンピューターに分
散している場合は、すべてのコンピューターをバックアップしてください。
エンジン層のインストール済み環境には、メタデータ・リポジトリーに格納されて
いるエレメントにリンクされたファイルと構成データが含まれます。 IBM
InfoSphere DataStage および IBM InfoSphere QualityStage のプロジェクトは、エン
ジン層のインストール・ディレクトリー、または同じコンピューター上の他の場所
に保管されます。これらのプロジェクトは、メタデータ・リポジトリーに格納され
たエレメントにリンクされます。メタデータ・リポジトリーに保管されているエレ
メントにリンクされている、IBM WebSphere Application Server ディレクトリー内
のファイルに保管されている情報もあります。最終的に、IBM InfoSphere
Information Analyzer 分析データベースと InfoSphere QualityStage マッチング・デザ
イナー・データベースはメタデータ・リポジトリー・データベースとは分離されま
すが、その間のデータベース間参照が存在します。
このような相互依存関係があるために、バックアップを確実に成功させるために
は、メタデータ・リポジトリー、InfoSphere QualityStage Match Designer データベ
ース、InfoSphere Information Analyzer 分析データベース、IBM InfoSphere
DataStage および InfoSphere QualityStage のプロジェクト、およびインストール後に
変更されるファイル・システム・ベースのエレメントすべてを同時にバックアップ
する必要があり、さらにすべてのサービスおよび IBM WebSphere Application
Server がシャットダウンしている間にバックアップを実行する必要があります。こ
れらを手動でシャットダウンしなければ、isrecovery ツールによってシャットダウン
されます。
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インストール済み環境をリストアする際には、バックアップされたものと同じすべ
てのエレメントを同じリストア・セッション中にリストアする必要があります。
IBM WebSphere Application Server または InfoSphere Information Server を開始する
前に、すべてのエレメントをリストアしてください。

IBM InfoSphere Information Server コンポーネントのバックアップ
IBM InfoSphere Information Serverコンポーネントをバックアップするには、-backup
オプションを指定して isrecovery ツールを使用します。一部のコンポーネントは、
手動でバックアップする必要があります。

始める前に
バックアップ操作を実行する前に、アクティブなクライアント接続が存在しないこ
とを確認してください。バックアップ操作によってすべてのアクティブなサービス
がシャットダウンされるため、クライアントが接続されていると予期しないエラー
が発生する可能性があります。
制約事項:
v isrecovery ツールはデータとメタデータをバックアップしますが、製品のインスト
ール済み環境はバックアップしません。リストア操作の前に、バックアップされ
たシステムとまったく同じバージョンおよびパッチ・レベルで、InfoSphere
Information Server を再インストールする必要があります。また、インストール済
み環境のトポロジーとオペレーティング・システムもオリジナルと同じであるこ
とが必要です。例えば、Microsoft Windows コンピューター上にある 2 つのエン
ジンをバックアップして、単一の Linux コンピューターにリストアすることはで
きません。
v リストアを正常に実行するには、サービス層、エンジン層、およびメタデータ・
リポジトリー層がすべてバックアップされている必要があります。バックアッ
プ・セッションによって作成されたすべての層のアーカイブがリストア・セッシ
ョン時に使用できなければ、リストア結果のシステムは不整合な状態になりま
す。

このタスクについて
アクティブな接続があるかどうかを判別し、必要に応じて、 IBM InfoSphere
Information Server Web コンソール で接続を終了できます。詳細は、アクティブ・
セッションの管理を参照してください。
クライアントが接続されていない場合でも、ジョブが実行されていればサーバーは
まだ使用中の可能性があり、またすべてのサーバー・コンポーネントを停止する前
にサーバーが実行を開始することもあります。 IBM InfoSphere DataStage、IBM
InfoSphere QualityStage、または IBM InfoSphere Information Analyzer に属するジョ
ブが存在する可能性があります。 IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル を使用すると、実行中かまたはすぐに実行するようにスケジュールされているジ
ョブがないかどうかを判別できます。詳細は、スケジュールの管理を参照してくだ
さい。
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手順
バックアップ対象のサービス層、エンジン層、またはメタデータ・リポジトリー層
がインストールされているそれぞれのコンピューター上で、次の手順を実行しま
す。
1. テンプレートを基礎として、recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
a. installation_directory/InformationServer/Recovery/conf/
recovery.properties.reference を installation_directory/
InformationServer/Recovery/conf/recovery.properties にコピーします。
b. recovery.properties ファイルを編集し、ご使用のコンピューターに該当す
る値を指定します。 まず encrypt コマンドを使用して値を作成することによ
り、特にパスワードなどの値に暗号化ストリングを使用できます。
2. -backup オプションと -archive オプションを指定して、isrecovery ツールを実
行します。 このツールは検証を実行し、実行中のサービスをシャットダウン
し、アーカイブ・ディレクトリーと作業ディレクトリーを作成し、コンポーネン
トをアーカイブ・ディレクトリーにバックアップします。例についてはシナリオ
を参照してください。
3. IBM InfoSphere Information Analyzer またはメタデータ・リポジトリーがエンジ
ン層またはサービス層と同じコンピューターにインストールされている場合、こ
れらは isrecovery ツールによってバックアップされます。これらが別のコンピュ
ーター上にある場合、isrecovery ツールはデータベース・バックアップ・スクリ
プトを自動的に作成します。InfoSphere Information Analyzer またはメタデー
タ・リポジトリーがインストールされているコンピューター上で、これらのバッ
クアップ・スクリプトを実行します。
4. オプション: InfoSphere QualityStage がインストールされている場合、InfoSphere
QualityStage マッチング・デザイナー出力に使用される結果データベースをバッ
クアップする必要がある場合があります。また、InfoSphere Information Server
コンポーネントをリストアする際に、Match Designer データベースを再作成する
こともできます。リストア操作の後でマッチング仕様の詳細化や開発を続行する
場合は、データベースの再作成を選択できます。
5. installation_directory/InformationServer/Recovery/recovery.todo.txt ファ
イルにリストされているすべてのシステム・エレメント、および
installation_directory/InformationServer/Recovery/todo ディレクトリーに
置かれているすべてのファイルをバックアップします。
6. InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage のジョブが使用する外部フ
ァイルまたはライブラリーをバックアップします。 外部ファイルとは、
InfoSphere Information Server タスク (InfoSphere DataStage ジョブなど) を実行
するのに必要なデータ・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。
7. InfoSphere Information Server サービスおよび WebSphere Application Server サ
ービスを再実行します。詳しくは、 231 ページの『第 13 章 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。
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IBM InfoSphere Information Server コンポーネントのリストア
IBM InfoSphere Information Server コンポーネントをリストアするには、-restore オ
プションを指定して isrecovery ツールを使用します。一部のコンポーネントは手動
でリストアする必要があり、インストール済み環境のトポロジーによっては、手動
リストア手順によってツールのリストア操作が中断されることがあります。このよ
うな場合は、-restart オプションを指定してツールを再実行できます。

始める前に
リストア操作を実行する前に、アクティブなクライアント接続が存在しないことを
確認してください。このタスクは、バックアップ・トポロジーが稼働しておらず、
アクティブなクライアント接続が存在しないことを前提としています。リストア・
セッションの全体にわたって、ユーザーがログインしないように制限してくださ
い。このようにしなければ、リストア操作が失敗するか、メタデータ・リポジトリ
ーのリストア時にデータが上書きされるため、ユーザーがデータを失う可能性があ
ります。
制約事項:
v isrecovery ツールはデータとメタデータをリストアしますが、製品のインストール
済み環境はリストアしません。 InfoSphere Information Server を異なるコンピュ
ーターにリストアする場合は、バックアップされたシステムとまったく同じバー
ジョンおよびパッチ・レベルで、コンポーネントをまずインストールする必要が
あります。また、インストール済み環境のトポロジーとオペレーティング・シス
テムもオリジナルと同じであることが必要です。例えば、Microsoft Windows コ
ンピューター上にある 2 つのエンジンをバックアップして、単一の Linux コン
ピューターにリストアすることはできません。
v リストアを正常に実行するには、サービス層、エンジン層、およびメタデータ・
リポジトリー層がすべてバックアップされている必要があります。バックアッ
プ・セッションによって作成されたすべての層のアーカイブがリストア・セッシ
ョン時に使用できなければ、リストア操作結果のシステムは不整合な状態になり
ます。
v 異なるホスト名を持つコンピューターへのリストアが可能です。追加の構成手順
を行う必要があり、これについては後で説明します。

手順
リストア対象のサービス層、エンジン層、またはメタデータ・リポジトリー層がイ
ンストールされているそれぞれのコンピューター上で、次の手順を実行します。
1. すべてのユーザー・セッションを切断します。
2. バックアップ操作によって作成された各層のアーカイブを、リストア先のター
ゲット・コンピューターにコピーします。
3. リストア先のターゲット・コンピューターごとに、テンプレートを基礎として
recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
a. installation_directory/InformationServer/Recovery/conf/
recovery.properties.reference を installation_directory/
InformationServer/Recovery/conf/recovery.properties にコピーします。
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b. それぞれの recovery.properties ファイルを編集し、リストア先のターゲ
ット・コンピューターそれぞれに該当する値を指定します。 まず encrypt
コマンドを使用して値を作成することにより、特にパスワードなどの値に暗
号化ストリングを使用できます。
4. 異なるホスト名を持つコンピューターにリストアする場合は、ホスト変更ファ
イル を作成する必要があります。(-validateonly オプションを指定して
isrecovery ツールを実行することにより、このファイルのテンプレートを作成で
きます。) このファイルに HostChangeConfig.xml という名前を付け、
InfoSphere Information Server の conf ディレクトリーにこのファイルを置きま
す。(または、isrecovery ツールを実行する際に、-host-name-change パラメー
ターにこのファイルの名前を指定します。) ホスト変更ファイルのフォーマッ
トは次に示すとおりです。各アーカイブ内で相互依存関係が指定されるため、
ファイルにはトポロジー内にあるすべての層のホスト名が含まれている必要が
あります (これらの層が同じコンピューターに置かれる場合であっても)。
<HostConfig>
<Host tier="SERVICES"
name="backedupsvcs_hostname"
newName="restoredsvcs_hostname"/>
<Host tier="ENGINE"
name="backedupeng_hostname"
newName="restoredeng_hostname"/>
</HostConfig>

5. ターゲット・コンピューター上でデフォルト以外の場所にプロジェクトを作成
する場合には、HostChangeConfig.xml ファイルを使用してプロジェクトの場所
を指定することもできます。 この指定を行う目的としては、オリジナルのコン
ピューターと同じデフォルト以外の場所を維持する場合や、ターゲット・コン
ピューター上で別のディスク構成を利用するために異なる場所を使用する場合
が考えられます。
<HostConfig>
<Host tier="SERVICES"
name="backedupsvcs_hostname"
newName="restoredsvcs_hostname"/>
<Host tier="ENGINE"
name="backedupeng_hostname"
newName="restoredeng_hostname">
<ProjectLocation name="nonstandard_project_name"
directory="nonstandard_project_directory"/>
</Host>
</HostConfig>

デフォルト以外の場所にあるプロジェクトを同じコンピューターにリストアす
る場合も、HostChangeConfig.xml ファイルを使用します。ただし、Host エレ
メントの name 属性と newName 属性に同じホスト名を指定します。以下に例
を示します。
<HostConfig>
<Host tier="SERVICES" name="vmsys01" newName="vmsys01"/>
<Host tier="ENGINE" name="vmsys02" newName="vmsys02">
<ProjectLocation name="Connectivity"
directory="/home/dsdev1/Projects/Connectivity"/>
<ProjectLocation name="DSDeliver"
directory="/home/dsdev1/Projects/DSDeliver"/>
</Host>
</HostConfig>
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6. -restore オプションと -archive オプションを指定して、isrecovery ツールを
実行します。 このツールは検証を実行し、実行中のサービスをシャットダウン
し、アーカイブ・ディレクトリーからコンポーネントをリストアします。例に
ついてはシナリオを参照してください。
7. IBM InfoSphere Information Analyzer またはメタデータ・リポジトリーがエンジ
ン層またはサービス層と同じコンピューターにインストールされている場合、
これらは isrecovery ツールによってリストアされます。これらが別のコンピュ
ーター上にある場合は、バックアップ・セッション時に isrecovery ツールによ
って作成されたデータベース・リストア・スクリプトを実行します。
8. installation_directory/InformationServer/recovery.todo.txt ファイルにリ
ストされたシステム・エレメント、およびバックアップ・セッション時に
installation_directory/InformationServer/Recovery/todo ディレクトリーに
置かれたすべてのファイルをリストアします。
9. InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage のジョブによって使用され
ていた、バックアップ済みの外部ファイルまたはライブラリーをリストアしま
す。
10. IBM InfoSphere QualityStage マッチング・デザイナーを使用し、マッチング仕
様の詳細化または開発を続行する場合は、マッチング・デザイナー・データベ
ースを再作成します。
11. IBM InfoSphere DataStage および InfoSphere QualityStage のジョブが使用する
外部ファイルまたはライブラリーをリストアします。
12. InfoSphere Information Server サービスおよび WebSphere Application Server サ
ービスを再実行します。詳しくは、 231 ページの『第 13 章 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。

バックアップおよびリストアのシナリオ
バックアップおよびリストアのセッション中に isrecovery ツールを使用する方法を
理解するために、ここに示す代表的なシナリオを考えてみましょう。
以降の例で isrecovery ツールが示されている箇所では、絶対パスを指定する必要が
あります。
v

Windows

v

Linux

C:\IBM\InformationServer\Recovery\bin\isrecovery.bat
UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Recovery/bin/isrecovery.sh

シナリオ 1: 単純なインストール済み環境を同じコンピューターにリ
ストアする
このシナリオでは、バックアップ元と同じコンピューターに各層がリストアされま
す。サービス層とメタデータ・リポジトリー層は同じ Microsoft Windows コンピュ
ーターにインストールされ、エンジン層は別のコンピューターにインストールされ
ています。
バックアップ
1. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、最初の
コンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
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2. 最初のコンピューター上で、サービス層とメタデータ・リポジトリー層を含むイ
ンストール済み環境をバックアップします。
isrecovery.bat -backup -archive C:\Users\dsadm\archive

3. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、2 番目
のコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
4. 2 番目のコンピューター上で、エンジン層を含むインストール済み環境をバック
アップします。
isrecovery.bat -backup -archive C:\Users\dsadm\archive

リストア
インストール済み環境が壊れた場合に、同じコンピューターへのリストアが必要に
なる可能性があります。
1. IBM InfoSphere Information Server サービス層を再インストールしてから、エン
ジン層をインストールします。オリジナルと同じフィックスパックおよびパッチ
をすべて必ずインストールします。
2. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、最初の
コンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
3. サービス層およびメタデータ・リポジトリー層を最初のコンピューターにリスト
アします。
isrecovery.bat -restore -archive C:\Users\dsadm\archive

4. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、2 番目
のコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
5. エンジンを 2 番目のコンピューターにリストアします。
isrecovery.bat -restore -archive C:\Users\dsadm\archive

シナリオ 2: 層が別々のコンピューターにインストールされていて、
データベース・リストアを別個に行う
このシナリオでは、異なるホスト名を持つ別々のコンピューターに層がリストアさ
れます。サービス層、メタデータ・リポジトリー層、およびエンジン層は、別々の
Linux コンピューターにインストールされています。
バックアップ
1. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、最初の
コンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
2. 最初のコンピューター上で、サービス層を含むインストール済み環境をバックア
ップします。
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

3. メタデータ・リポジトリー層はエンジン層およびサービス層とは別のコンピュー
ターにインストールされているので、isrecovery ツールはメタデータ・リポジト
リーのバックアップに使用できるスクリプトを作成します。メタデータ・リポジ
トリー層を含むコンピューターに、そのスクリプトをコピーしてください。 2
番目のコンピューター上で、インストール済み環境をバックアップします。
4. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、3 番目
のコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
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5. 3 番目のコンピューター上で、エンジン層を含むインストール済み環境をバック
アップします。
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

リストア
1. まだ行っていない場合は、サービス層、メタデータ・リポジトリー層、およびエ
ンジン層を 3 つの新しいコンピューターにインストールします。オリジナルと
同じフィックスパックおよびパッチをすべて必ずインストールします。
2. アーカイブを新しいコンピューターにコピーします。例:
a. 最初にバックアップしたコンピューターから、最初の新しいコンピューター
上の /tmp/archive に、/home/dsadm/archive/
SystemA_services_20110505_114500.iar をコピーします。
b. 2 番目にバックアップしたコンピューターから、2 番目の新しいコンピュー
ターに、データベース・バックアップ・ファイルをコピーします。
c. 3 番目にバックアップしたコンピューターから、3 番目の新しいコンピュー
ター上の /tmp/archive に、/home/dsadm/archive/
SystemC_engine_20110505_123000.iar をコピーします。
3. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、最初の
新しいコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集しま
す。
4. 最初の新しいコンピューターにアーカイブをリストアします。メタデータ・リポ
ジトリー層は別のコンピューター上にあるので、このリカバリー操作は途中で停
止します。
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive

5. データベース・リストア・スクリプトを実行して、2 番目の新しいコンピュータ
ーにメタデータ・リポジトリーをリストアします。
6. 最初の新しいコンピューターに戻り、サービス層のリストアを再開します。
isrecovery.sh -restart

7. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、3 番目
のコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
8. エンジンをリストアします。
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive

シナリオ 3: 複数のエンジンをホスト名変更によって別々のコンピュ
ーターにリストアする
このシナリオでは、異なるホスト名を持つ別々のコンピューターに層がリストアさ
れます。トポロジーには 2 つのエンジンが含まれるため、リストア操作にはホスト
名変更ファイルを使用する必要があります。サービス層、リポジトリー層、および
1 つのエンジンが、一方の Linux コンピューター上にあります。他方のエンジン
は、別の Linux コンピューター上にあります。
バックアップ
1. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、最初の
コンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
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2. 最初のコンピューター上で、サービス層、リポジトリー層、および一方のエンジ
ンを含むインストール済み環境をバックアップします。
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

3. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、2 番目
のコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集します。
4. 2 番目のコンピューター上で、2 番目のエンジンを含むインストール済み環境を
バックアップします。
isrecovery.sh -backup -archive /home/dsadm/archive

リストア
1. まだ行っていない場合は、InfoSphere Information Server サービス層、リポジト
リー層、およびエンジンを最初の新しいコンピューターにインストールします。
また、2 番目のエンジンを 2 番目の新しいコンピューターにインストールしま
す。オリジナルと同じフィックスパックおよびパッチをすべて必ずインストール
します。
2. アーカイブを新しいコンピューターにコピーします。例:
a. 最初にバックアップしたコンピューターから、最初の新しいコンピューター
上の /tmp/archive に、/home/dsadm/archive/
SystemA_services_20110505_114500.iar をコピーします。
b. 最初にバックアップしたコンピューターから、最初の新しいコンピューター
上の /tmp/archive に、/home/dsadm/archive/
SystemA_engine_20110505_121500.iar をコピーします。
c. 2 番目にバックアップしたコンピューターから、2 番目の新しいコンピュー
ター上の /tmp/archive に、/home/dsadm/archive/
SystemA_engine_20110505_123000.iar をコピーします。
3. ホスト変更ファイルを作成して、両方の新しいコンピューターにコピーします。
例えば、次のようにします。
<HostConfig>
<Host tier=”SERVICES” name=”SystemA” newName=”SystemY”/>
<Host tier=”ENGINE” name=”SystemA” newName=” SystemY”/>
<Host tier=”ENGINE” name=”SystemB” newName=” SystemZ”/>
</HostConfig>

4. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、最初の
新しいコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集しま
す。
5. 最初の新しいコンピューターにアーカイブをリストアします。
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive -host-change-config /tmp/host.chg

6. recovery.properties.reference テンプレート・ファイルを基礎として、2 番目
の新しいコンピューター用の recovery.properties ファイルを作成し、編集し
ます。
7. 2 番目の新しいコンピューター上のエンジンに、アーカイブをリストアします。
isrecovery.sh -restore -archive /tmp/archive -host-change-config /tmp/host.chg
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isrecovery ツール
isrecovery ツールは、サービス層、エンジン層、およびメタデータ・リポジトリー層
をバックアップおよびリストアするために使用します。

構文
isrecovery
-help
| {
-backup [-gen-config [-advanced]] -archive directory
| -restore [-gen-config [-advanced]] -archive directory
}
[optional_parameters]
| -restart
| -clean

パラメーター
-help
ツールの構文を表示します。このパラメーターはオプションで、コマンド・ライ
ン・オプションが指定されない場合に暗黙指定されます。
-backup
バックアップ操作の実行を指定します。
-restore
リストア操作の実行を指定します。
-gen-config [-advanced]
recovery.properties.template ファイルの生成を指定します。このファイル
は、recovery.properties ファイルを作成するためのテンプレートとして使用で
きます。キーワード advanced を指定した場合は、オプションのプロパティーも
ファイルに含まれます。recovery.properties ファイルには、バックアップまた
はリストア時に使用される実行時ユーザー・プロパティーが格納されます。
生成されるテンプレート・ファイルは、recovery.properties.reference ファイ
ル (installation_directory/Recovery/conf ディレクトリー内にある) の代替
テンプレートです。
-archive directory_name
バックアップされるアーカイブ・ファイルを含むディレクトリーの名前。
-restart
前のチェックポイントからバックアップまたはリストアの操作を再開するように
指定します。
-clean
バックアップとリストアの処理を最初から開始できるように、既存のチェックポ
イント・ファイルと作業ディレクトリーを削除することを指定します。消去操作
を実行した後、すぐに再開操作を実行することはできません。

オプション・パラメーター
-config filename
モジュールが必要とするユーザー・プロパティーを含むファイルの名前を指定し
ます。デフォルトでは、conf ディレクトリーの recovery.properties という名前
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のファイルが使用されます (存在する場合)。このオプションを指定すると、そ
のファイルがオーバーライドされます。
-host-change-config filename
ホスト名の変更を記述するファイルの名前を指定します。このパラメーターは、
リストア操作時のみ使用できます。デフォルトでは、conf ディレクトリーの
HostChangeConfig.xml という名前のファイルが使用されます (存在する場合)。
このオプションを指定すると、そのファイルがオーバーライドされます。このフ
ァイルは、異なるホスト名を持つコンピューターにリストアする場合に必要にな
ります。
-gen-app-server directory_name
アプリケーション・サーバーの構成を直接変更しないように isrecovery ツール
に指示します。代わりに、構成を手動で実行できるように、指定したディレクト
リーに構成スクリプトが書き込まれます。このオプションは、内部ユーザー・レ
ジストリーを使用しない場合のみ適用されます。内部ユーザー・レジストリーを
使用している場合にこのオプションを指定すると、オプションは無視されます。
-userfiles filename
バックアップに組み込まれるファイルのリストを含むファイルの名前。デフォル
トでは、conf ディレクトリーの UserFiles という名前のファイルが使用されま
す (存在する場合)。このオプションを指定すると、そのファイルがオーバーラ
イドされます。
-work directory_name
すべての作業ファイルが格納されるディレクトリーを指定します。デフォルトで
は、システム一時ディレクトリーが使用されます。このオプションを指定する
と、その場所がオーバーライドされます。
-validateonly
プロパティーおよびコマンド・ライン・オプションの検証のみを実行するように
指定します。別々のコンピューターに層が配置されるトポロジーを使用している
場合は、サンプルの HostChangeConfig.xml が作成され、このサンプルを使用で
きます。
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第 13 章 IBM InfoSphere Information Server および IBM
WebSphere Application Server サービスの管理
IBM InfoSphere Information Server サービスおよび IBM WebSphere Application
Server サービスを管理するには、以下の手順に従います。例えば、サービスの状況
を確認し、システムをバックアップまたは再始動するとき、あるいは他の保守タス
クを行うために、サービスを停止して再開します。
この手順で説明する WebSphere Application Server ツールおよびプロセスの詳細に
ついては、WebSphere Application Server インフォメーション・センターを参照して
ください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp
WebSphere Application Server の管理に使用する各種ツールの詳細については、
WebSphere Application Server ドキュメント内の以下のトピックを参照してくださ
い。
WebSphere Application Server 7.0
startManager ツールを使用した Deployment Manager の開始:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startmanager.html
stopManager ツールを使用した Deployment Manager の停止:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_stopmanager.html
startNode ツールを使用したノード・エージェントの開始:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startnode.html
stopNode ツールを使用したノード・エージェントの停止:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_stopnode.html
クラスター・メンバーの開始: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
クラスター・メンバーの停止: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html
startServer ツールを使用したスタンドアロン・アプリケーション・サーバ
ーおよびクラスター・メンバーの開始: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
rxml_startserver.html
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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WebSphere Application Server 8.0
startManager ツールを使用した Deployment Manager の開始:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startmanager.html
stopManager ツールを使用した Deployment Manager の停止:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_stopmanager.html
startNode ツールを使用したノード・エージェントの開始:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_startnode.html
stopNode ツールを使用したノード・エージェントの停止:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.multiplatform.doc/info/ae/ae/rxml_stopnode.html
クラスター・メンバーの開始: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_start.html
クラスター・メンバーの停止: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/
v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
trun_wlm_cluster_stop.html
startServer ツールを使用したスタンドアロン・アプリケーション・サーバ
ーおよびクラスター・メンバーの開始: http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
rxml_startserver.html

保守モード
保守作業中にユーザーが IBM InfoSphere Information Server に対して認証されない
ようにするために、SessionAdmin コマンドを使用して保守モードを設定できます、
同じコマンドを使用して InfoSphere Information Server の保守モードを解除でき、
現行保守モードを判別することもできます。
InfoSphere Information Server を保守モードにすると、フィックスパックの適用やシ
ステムのバックアップなど、定期的な保守作業を行うときに便利です。保守モード
では、スイート・アドミニストレーター・ロールを持つユーザー、およびシステ
ム・ユーザーのみが認証を受けることができます。また、InfoSphere Information
Server が保守モードになっている間は、Web 管理コンソールの「Maximum
Sessions」が編集不可になることにも注意してください。

使用法
SessionAdmin コマンドを使用して、InfoSphere Information Server の保守モードを設
定します。このコマンドを実行するには、スイート・アドミニストレーター権限が
必要です。このコマンドは次の場所にあります。
v

UNIX

Linux

IS_install_dir/ASBServer/bin/SessionAdmin.sh
IS_install_dir/ASBNode/bin/SessionAdmin.sh
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v

Windows

IS_install_dir\ASBServer\bin\SessionAdmin.bat
IS_install_dir\ASBNode\bin\SessionAdmin.bat
ヒント: 次の使用例では、-user および -password の代わりに -authfile オプション
を使用することもできます。
InfoSphere Information Server の保守モードの設定
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -kill-user-sessions
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -set-maint-mode ON

InfoSphere Information Server の保守モードの解除
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -set-maint-mode OFF

現行保守モードの判別
SessionAdmin -user username -password plaintext_password -get-maint-mode

構文
SessionAdmin
[-{verbose | v}]
[-{results | res} value ]
[-{log | l} value ]
[-{logerror | error} value ]
[-{loginfo | info} value ]
[-{loglevel | level} value ]
[-{help | ?} ]
[-{host | h} value ]
[-{port | p} value ]
[-{user | ur} value ]
[-{password | pw} value ]
[-{authfile | af} value ]
[-{kill-user-sessions | kus} ]
[-{get-maint-mode | gmm}]
[-{set-maint-mode | smm} value ]

パラメーター
[-{verbose | v}]
ランタイム・ロギング・メッセージを除く、詳細なランタイム出力を表示しま
す。
[-{results | res} value ]
使用可能に設定されたすべてのランタイム出力を指定されたファイルに出力しま
す。
[-{log | l} value ]
指定されたファイルにランタイム・ロギング・メッセージを出力します。このオ
プションは loglevel と共に使用されます。
[-{logerror | error} value ]
すべての ERROR および FATAL の各ランタイム・ロギング・メッセージを指
定されたファイルに出力します。
[-{loginfo | info} value ]
すべての INFO、WARN、DEBUG、および TRACE の各ランタイム・ロギン
グ・メッセージを指定されたファイルに出力します。
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[-{loglevel | level} value]
ランタイム・ロギング・メッセージが使用可能なレベル。
[-{help | ?} ]
使用法メッセージを表示します。
[-{host | h} value ]
ホスト・マシン名。デフォルト値は localhost です。
[-{port | p} value ]
ホスト・マシンの HTTP ポート。デフォルトは 9080 です。
[-{user | ur} value ]
このコマンドを実行する管理者ユーザー ID。これを指定せず、-authfile パラメ
ーターも指定しない場合は、ユーザー ID の入力プロンプトが表示されます。
[-{password | pw} value ]
-user パラメーターに指定された管理者ユーザー ID のパスワード。-user パラ
メーターを指定しなければ、このパラメーターは指定できません。 -password
パラメーターを指定せずに -user パラメーターを指定した場合は、パスワードの
入力プロンプトが表示されます。
[-{authfile | af} value ]
このコマンドを実行するための管理者ユーザー ID とパスワードを含む資格情
報ファイルのパス。 -user パラメーターも同時に指定した場合、資格情報ファイ
ルは無視され、パスワードの入力プロンプトが表示されます。
[-{kill-user-sessions | kus} ]
すべてのユーザー・セッションを停止します。
[-{get-maint-mode | gmm}]
現行の保守モード設定を表示します。
[-{set-maint-mode | smm} value ]
保守モードを設定します。許容値は ON または OFF です。

サービスのシャットダウン (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび IBM WebSphere Application Server サービスをシャットダウンするに
は、以下の手順に従います。システムをバックアップまたは再始動、あるいは他の
保守タスクを行う前に、サービスをシャットダウンします。

始める前に
メタデータ・リポジトリー層がクラスター構成にセットアップされているときは、
データベースをシャットダウンする場合は必ず最後にシャットダウンしてくださ
い。
注: コールド・バックアップを実行するには、データベースをシャットダウンする
必要があります。
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このタスクについて
このタスクで示すパスは、WebSphere Application Server と InfoSphere Information
Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定しています。この製品
を別の場所にインストールした場合、パスとプロファイル名は異なります。

手順
1. InfoSphere DataStage Engine Resource Service、IBM InfoSphere DataStage Telnet
Service、DSRPC Service、ASB エージェント、およびロギング・エージェントの
各サービスを停止します。 サービスを停止するには、次のようにします。
a. エンジン層の各ホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユー
ザーとしてログインします。
b. サービス管理ツールまたは sc コマンド・ライン・ツールを使用して、サー
ビスを停止します。表に示された順にサービスを停止します。
表 17. 停止するサービス、停止する必要のある順序
サービスのフルネーム

サービスのショート・ネーム

プロセス名

DataStage Engine Resource
Service

DSEngine

dsservice.exe

DataStage Telnet Service

dstelnet

tl_dsservice.exe

DSRPC サービス

dsrpc

dsrpcd.exe

ASB エージェント

ASBAgent

ASBAgent.exe

ロギング・エージェント

LoggingAgent

LoggingAgent.exe

2. WebSphere Application Server を停止します。

IBM WebSphere Application Server の停止 (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の WebSphere Application Server サービス
をシャットダウンするには、以下の手順に従います。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
スタンドアロン WebSphere Application Server 構成を停止するには、次のように
します。
1. サービス層のホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユ
ーザーとしてログインします。
2. Windows デスクトップで、「すべてのプログラム」 > 「IBM
WebSphere > Application Server」 > 「プロファイル」 >
「InfoSphere」 > 「サーバーの停止」をクリックします。InfoSphere
は、InfoSphere Information Server がインストールされている場所のプロ
ファイル名です。
3. プロンプトが出されたら、WebSphere Application Server アドミニストレ
ーター特権を持つアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
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4. WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 249 ページの『IBM WebSphere Application Server (スタンドアロ
ン・インストール済み環境) の状況の確認』 を参照してください。
クラスター WebSphere Application Server 構成を停止するには、次のようにしま
す。
1. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
2. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックします。「サーバー・クラスター」ページが表示されま
す。
注: WebSphere Application Server バージョンによっては、「サーバー・
クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をクリックする
必要がある場合があります。
3. クラスターを選択します。
4. 「停止」をクリックします。このコマンドでは、各アプリケーション・
サーバーが既存の要求を終了させることができ、またクラスターの別の
メンバーにフェイルオーバーすることもできます。停止オペレーション
が開始すると、クラスターの状況は一部停止 に変更されます。すべての
アプリケーション・サーバーが停止すると、クラスターの状況は停止 に
変更されます。
5. ノードで、ローカル管理者特権を持つユーザーとしてログインします。
6. ノードで、stopNode コマンドを実行してノード・エージェントを停止し
ます。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Custom01¥bin¥stopNode -user wasadmin
-password password

このコマンドでは、Custom01 は IBM InfoSphere Information Server ク
ラスターのノードのホストである WebSphere Application Server カスタ
ム・プロファイルです。wasadmin と password はそれぞれ、WebSphere
Application Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワードで
す。
ノード・エージェントがシャットダウンすると、コマンド・ラインに制
御が戻ります。
注: ノード・エージェントが Windows サービスとして実行している場
合、stopNode コマンドで、関連する Windows サービスとノード・エー
ジェントが停止されます。
7. クラスター・メンバーとノード・エージェントがすべて停止しているこ
とを確認します。 252 ページの『IBM WebSphere Application Server ク
ラスター・メンバーの状況の確認』と 252 ページの『IBM WebSphere
Application Server ノード・エージェントの状況の確認』を参照してくだ
さい。
8. Network Deployment マネージャー・プロセスを停止します。 237 ページ
の『IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャー
の停止 (Windows)』 を参照してください。
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IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの停止 (Windows)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Microsoft Windows イ
ンストール済み環境の IBM WebSphere Application Server Network Deployment デ
プロイメント・マネージャーを停止するには、以下の手順に従います。

手順
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードで、ローカル管理者特権を
持つユーザーとしてログインします。
2. ノードで、stopManager コマンドを実行して Network Deployment マネージャ
ー・プロセスを停止します。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Dmgr01¥bin¥stopManager
-user wasadmin -password password

Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーのプロ
ファイルです。wasadmin と password はそれぞれ、WebSphere Application
Server アドミニストレーターのユーザー名とパスワードです。
注: デプロイメント・マネージャーが Windows サービスとして実行している場
合、stopManager コマンドで、関連する Windows サービスが停止され、またデ
プロイメント・マネージャーも停止されます。
3. WebSphere Application Server serverStatus コマンド・ライン・ツールを使用し
て、デプロイメント・マネージャーが停止していることを検証します。
詳しくは、serverStatus のドキュメントを参照してください。
v WebSphere Application Server 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
rxml_serverstatus.html
v WebSphere Application Server 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
rxml_serverstatus.html

サービスのシャットダウン (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび IBM WebSphere Application Server サービスをシャットダウンするに
は、以下の手順に従います。システムをバックアップまたは再始動、あるいは他の
保守タスクを行う前に、サービスをシャットダウンします。

始める前に
メタデータ・リポジトリー層がクラスター構成にセットアップされているときは、
データベースをシャットダウンする場合は必ず最後にシャットダウンしてくださ
い。
注: コールド・バックアップを実行するには、データベースをシャットダウンする
必要があります。
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このタスクについて
このタスクで示すパスは、WebSphere Application Server と InfoSphere Information
Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定しています。この製品
を別の場所にインストールした場合、パスとプロファイル名は異なります。

手順
1.

Metadata Server サービス、ASB エージェント、ロギング・エージェント、およ
び DSRPC Server の各サービスを停止します。
a. エンジン層の各ホスト・コンピューターにログインします。 次の証明情報を
使用します。
v 非 root 管理用の InfoSphere Information Server エージェントを構成してい
て、サービスが開始され、この非 root ユーザー下で現在実行中の場合は、
以前に構成したアドミニストレーター・ユーザーの証明情報を使用しま
す。
v エージェントをまだこのように構成していない場合は、root としてログイ
ンします。
b. 次のコマンドを実行して、dsenv ファイルを入手します。
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv

c. /.dshome ファイルに、現在のエンジンの場所が含まれていることを確認しま
す。 UNIX システムは、InfoSphere DataStage の複数インスタンスをサポー
トします。
d. 次のコマンドを実行して、InfoSphere DataStage サービスを停止します。
bin/uv -admin -stop コマンドは、/.dshome ファイルにある InfoSphere
DataStage のインスタンスを停止します。
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
bin/uv –admin –stop

e. 次のコマンドを実行して、エージェントを停止します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop

f. top コマンドを実行して、プロセスが停止したことを検証します。
2. WebSphere Application Server を停止します。

IBM WebSphere Application Server の停止 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の WebSphere Application Server サービ
スをシャットダウンするには、以下の手順に従います。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
スタンドアロン WebSphere Application Server 構成を停止するには、次のように
します。
1. サービス層のホスト・コンピューターにログインします。次の証明情報
を使用します。
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v 非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合
は、WebSphere Application Server の管理のために構成されている非
root ユーザー用の証明情報を使用します。
v WebSphere Application Server をまだこのように構成していない場合
は、root としてログインします。
2. 次のコマンドを実行します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh stop

3. WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 249 ページの『IBM WebSphere Application Server (スタンドアロ
ン・インストール済み環境) の状況の確認』 を参照してください。
クラスター WebSphere Application Server 構成を停止するには、次のようにしま
す。
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードにログインしま
す。WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を使
用します。
2. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックして、「サーバー・クラスター」ページにアクセスしま
す。
注: 使用する WebSphere Application Server バージョンによっては、
「サーバー・クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 >
「クラスター」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をク
リックする必要がある場合があります。
3. クラスターを選択します。
4. 「停止」をクリックします。このコマンドでは、各アプリケーション・
サーバーが既存の要求を終了させることができ、またクラスターの別の
メンバーにフェイルオーバーすることもできます。停止オペレーション
が開始すると、クラスターの状況は一部停止 に変更されます。すべての
アプリケーション・サーバーが停止すると、クラスターの状況は停止 に
変更されます。
5. 各ノードで、WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明
情報を使用してログインします。
6. ノードで、stopNode コマンドを実行してノード・エージェントを停止し
ます。正しいプロファイルを指定します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/stopNode.sh
-user wasadmin -password mypassword

Custom01 は、IBM InfoSphere Information Server クラスターのノードの
ホストである、WebSphere Application Server カスタム・プロファイルで
す。 wasadmin は、WebSphere Application Server アドミニストレーター
のユーザー名です。password は、パスワードです。
7. クラスター・メンバーとノード・エージェントがすべて停止しているこ
とを確認します。 252 ページの『IBM WebSphere Application Server ク
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ラスター・メンバーの状況の確認』と 252 ページの『IBM WebSphere
Application Server ノード・エージェントの状況の確認』を参照してくだ
さい。
8. デプロイメント・マネージャーを停止します。『IBM WebSphere
Application Server デプロイメント・マネージャーの停止
(Linux、UNIX)』 を参照してください。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの停止 (Linux、UNIX)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Linux または UNIX
インストール済み環境の WebSphere Application Server デプロイメント・マネージ
ャーを停止するには、以下の手順に従います。

手順
1. WebSphere Application Server アドミニストレーターの証明情報を使用して、デ
プロイメント・マネージャーのホストであるノードにログインします。
2. ノードで、stopManager コマンドを実行してデプロイメント・マネージャー・プ
ロセスを停止します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/stopManager.sh -user wasadmin
-password password

このコマンドでは、Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・
マネージャーのプロファイルです。wasadmin は、WebSphere Application Server
アドミニストレーターのユーザー名です。password は、パスワードです。
デプロイメント・マネージャー・プロセスがシャットダウンすると、コマンド・
ラインに制御が戻ります。
3. デプロイメント・マネージャーが停止していることを確認します。
プロセスが停止していることを検証するには、WebSphere Application Server
serverStatus.sh コマンドを実行します。詳しくは、serverStatus.sh のドキュ
メントを参照してください。
v WebSphere Application Server 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
rxml_serverstatus.html
v WebSphere Application Server 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
rxml_serverstatus.html

サービスの開始 (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび IBM WebSphere Application Server サービスを開始するには、以下の
手順に従います。

始める前に
この手順を実行する前に、データベースが操作可能であることを確認してくださ
い。
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このタスクについて
このタスクのパスは、WebSphere Application Server と InfoSphere Information
Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定しています。この製品
を別の場所にインストールした場合、パスとプロファイル名は異なります。

手順
1. WebSphere Application Serverを開始します。 『IBM WebSphere Application
Server の開始 (Windows)』 を参照してください。
2. WebSphere Application Server が完全に開始したら、エンジン層の各ホスト・コ
ンピューターにログインします。
3. 各コンピューターで、ASB エージェント、ロギング・エージェント、DSRPC サ
ービス、IBM InfoSphere DataStage Telnet Service、および InfoSphere DataStage
Engine Resource Service の各サービスを開始します。 サービス管理ツールまた
は sc コマンド・ライン・ツールを使用して、サービスを開始することができま
す。
これらのサービスを、表に示す順に開始します。
表 18. サービスを開始する必要のある順序
サービスのフルネーム

サービスのショート・ネーム

ロギング・エージェント

LoggingAgent

ASB エージェント

ASBAgent

DSRPC サービス

dsrpc

InfoSphere DataStage Telnet Service

dstelnet

InfoSphere DataStage Engine Resource Service DSEngine

IBM WebSphere Application Server の開始 (Windows)
Microsoft Windows インストール済み環境の IBM WebSphere Application Server サ
ービスを開始するには、以下の手順に従います。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
スタンドアロン WebSphere Application Server 構成を開始するには、次のように
します。
1. サービス層のホスト・コンピューターに、ローカル管理者特権を持つユ
ーザーとしてログインします。
2. Windows デスクトップで、「すべてのプログラム」 > 「IBM
WebSphere > Application Server」 > 「プロファイル」 >
「InfoSphere」 > 「サーバーの起動」をクリックします。InfoSphere
は、InfoSphere Information Server がインストールされている場所のプロ
ファイル名です。
3. WebSphere Application Server の状況が、IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール 内で開始済みであることを示している場合で
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も、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化され
るまで、InfoSphere Information Server がこのサーバーを使用できないこ
とがあります。WebSphere Application Server が始動していることを検証
するには、ログ・ファイルをモニターします。 249 ページの『IBM
WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・イン
ストール)』 を参照してください。
クラスター WebSphere Application Server 構成を開始するには、次のようにしま
す。
1. デプロイメント・マネージャーを開始します。 243 ページの『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの開始
(Windows)』 を参照してください。
2. 各ノードで、startNode コマンドを実行してノード・エージェントを開
始します。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Custom01¥bin¥startNode

ここで、Custom01 は、IBM InfoSphere Information Server クラスターの
ノードのホストである、WebSphere Application Server カスタム・プロフ
ァイルです。
3. WebSphere Application Server 管理コンソールを開始します。
4. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックして、「サーバー・クラスター」ページにアクセスしま
す。
注: WebSphere Application Server バージョンによっては、「サーバー・
クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をクリックする
必要がある場合があります。
5. クラスターを選択します。
6. 「開始」をクリックします。このコマンドでは、アプリケーション・サ
ーバーを始動するための各サーバーのノード・エージェントを呼び出す
ことにより、クラスターの各メンバーのサーバー・プロセスを開始しま
す。すべてのアプリケーション・サーバーが稼働すると、クラスターの
状況が「実行中」に変更されます。アプリケーション・サーバーのノー
ド・エージェントの呼び出しが失敗すると、アプリケーション・サーバ
ーは始動しません。
7. serverStatus コマンドから返された状況は「開始済み」を示している場
合でも、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化
されるまで、InfoSphere Information Server がアプリケーション・サーバ
ーを使用できないことがあります。WebSphere Application Server が始動
していることを検証するには、ログ・ファイルをモニターします。 250
ページの『IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (クラ
スター・インストール)』 を参照してください。
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IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの開始 (Windows)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Microsoft Windows イ
ンストール済み環境の IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネー
ジャーを開始するには、以下の手順に従います。

手順
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードで、ローカル管理者特権を
持つユーザーとしてログインします。
2. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードで、startManager コマン
ドを実行して Network Deployment マネージャー・プロセスを開始します。
C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer¥profiles¥Dmgr01¥bin¥startManager

ここで、Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーのプロファイルです。
デプロイメント・マネージャーが Windows サービスとして実行している場合、
startManager コマンドで、関連する Windows サービスとデプロイメント・マ
ネージャーが開始されます。

サービスの開始 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の IBM InfoSphere Information Server サ
ービスおよび IBM WebSphere Application Server サービスを開始するには、以下の
手順に従います。

始める前に
この手順を実行する前に、データベースが操作可能であることを確認してくださ
い。
このタスクのパスは、WebSphere Application Server と InfoSphere Information
Server がデフォルトの場所にインストールされていると想定しています。この製品
を別の場所にインストールした場合、パスは異なります。

手順
1. WebSphere Application Server を開始します。 244 ページの『IBM WebSphere
Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. 各コンピューターで、ASB エージェント、ロギング・エージェント、および
DataStage Service の各サービスを開始します。
a. WebSphere Application Server が完全に開始するまで待機します。
b. エンジン層の各ホスト・コンピューターにログインします。 次の証明情報を
使用します。
v 非 root 管理用の InfoSphere Information Server エージェントを構成してい
た場合は、選択したアドミニストレーター・ユーザー用の証明情報を使用
します。
v エージェントをこのように構成していない場合は、root としてログインし
ます。
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c. InfoSphere DataStage 管理者 (デフォルトでは dsadm) として次のコマンドを
実行して、dsenv ファイルの内容を適用します。
su - dsadm
. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv

d. /.dshome ファイルに、現在のエンジンの場所が含まれていることを確認しま
す。 UNIX システムは、InfoSphere DataStage の複数インスタンスをサポー
トします。bin/uv -admin -start コマンドは、/.dshome ファイルにある
InfoSphere DataStage のインスタンスを開始します。
e. InfoSphere DataStage 管理者ユーザーとして、次のコマンドを実行して
InfoSphere DataStage サービスを開始します。次に、InfoSphere DataStage 管
理者の su セッションを終了します。
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
./bin/uv -admin -start
exit

f. 次のコマンドを実行して、ASB エージェントとロギング・エージェントを開
始します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

IBM WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)
Linux または UNIX インストール済み環境の IBM WebSphere Application Server サ
ービスを開始するには、以下の手順に従います。

始める前に
クラスター環境の場合
v

v

Linux

IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に
WebSphere Application Server のファイル記述子リソースを構成していなかった場
合は、WebSphere Application Server が停止していることを確認し、 247 ページの
『IBM WebSphere Application Server 用のファイル記述子リソースの構成
(Linux)』 の説明に従って管理対象ノードを構成します。
AIX

IBM InfoSphere Information Server をインストールする前に
LDR_CNTRL 変数を設定解除していなかった場合は、WebSphere Application
Server が停止していることを確認し、 248 ページの『IBM WebSphere Application
Server 用のメモリー割り振りの構成 (AIX)』 の説明に従ってクラスター・コンピ
ューターを構成します。

スタンドアロン環境の場合、この設定は、MetadataServer スクリプトによって自動
的に構成されます。

手順
スタンドアロン構成かクラスター構成のいずれであるかによって、次のいずれかの
タスクを実行します。
スタンドアロン WebSphere Application Server 構成を開始するには、次のように
します。
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1. サービス層のホスト・コンピューターにログインします。次の証明情報
を使用します。
v 非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合
は、WebSphere Application Server の管理のために構成されている非
root ユーザー用の証明情報を使用します。
v WebSphere Application Server をこのように構成していない場合は、
root としてログインします。
2. 次のコマンドを実行します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh run

注: run 引数を指定すると、すべての出力がコンソールにエコーされま
す。
あるいは、このスクリプトを別のスクリプトに組み込む場合は、
MetatdataServer.sh start コマンドを使用して、開始プロセスをバック
グラウンドで起動します。
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./MetadataServer.sh start

非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合は、
スクリプトで次の行を使用できます。
/usr/bin/su - wasadmin -c "/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/
MetadataServer.sh start"

ここで、wasadmin は、WebSphere Application Server を管理するために
構成されている非 root ユーザーです。
3. WebSphere Application Server の状況が IBM InfoSphere Information
Server Web コンソール 内で開始済みであることを示している場合で
も、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化され
るまで、InfoSphere Information Server がこのサーバーを使用できないこ
とがあります。WebSphere Application Server が始動していることを検証
するには、ログ・ファイルをモニターします。 249 ページの『IBM
WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタンドアロン・イン
ストール)』 を参照してください。
クラスター WebSphere Application Server 構成を開始するには、次のようにしま
す。
1. デプロイメント・マネージャーを開始します。 246 ページの『IBM
WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャーの開始
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. 各ノードにログインします。デプロイメント・マネージャー・ノードへ
のログインに使用したのと同じ証明情報を使用します。
3. 各ノードで、startNode コマンドを実行してノード・エージェントを開
始します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Custom01/bin/startNode.sh
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ここで、Custom01 は、IBM InfoSphere Information Server クラスターの
ノードのホストである、WebSphere Application Server カスタム・プロフ
ァイルです。ノード・エージェントの開始が完了すると、コマンド・ラ
インに制御が戻ります。
4. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
5. コンソール・ナビゲーション・ツリーで、「サーバー」 > 「クラスタ
ー」をクリックします。「サーバー・クラスター」ページが表示されま
す。
注: 使用する WebSphere Application Server バージョンによっては、
「サーバー・クラスター」ページにアクセスするには、「サーバー」 >
「クラスター」 > 「WebSphere Application Server クラスター」をク
リックする必要がある場合があります。
6. クラスターを選択します。
7. 「開始」をクリックします。このコマンドで、クラスターの各メンバー
のサーバー・プロセスが開始されます。このためには、各サーバーのノ
ード・エージェントを呼び出して、アプリケーション・サーバーを始動
します。すべてのアプリケーション・サーバーが稼働すると、クラスタ
ーの状況が「実行中」に変更されます。アプリケーション・サーバーの
ノード・エージェントの呼び出しが失敗すると、アプリケーション・サ
ーバーは始動しません。
8. serverStatus コマンドから返された状況は「開始済み」を示している場
合でも、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化
されるまで、InfoSphere Information Server がアプリケーション・サーバ
ーを使用できないことがあります。WebSphere Application Server が始動
していることを検証するには、ログ・ファイルをモニターします。 250
ページの『IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (クラ
スター・インストール)』 を参照してください。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーの開始 (Linux、UNIX)
WebSphere Application Server クラスタリングが含まれている Linux または UNIX
インストール済み環境の IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネ
ージャーを開始するには、以下の手順に従います。

手順
1. デプロイメント・マネージャーのホストであるノードにログインします。 次の
証明情報を使用します。
v 非 root 管理用の WebSphere Application Server を構成していた場合は、
WebSphere Application Server の管理のために構成されている非 root ユーザー
用の証明情報を使用します。
v WebSphere Application Server をまだこのように構成していない場合は、root
としてログインします。
2. ノードで、startManager コマンドを実行して Network Deployment マネージャ
ー・プロセスを開始します。
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/Dmgr01/bin/startManager.sh
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ここで、Dmgr01 は WebSphere Application Server デプロイメント・マネージャ
ーのプロファイルです。

IBM WebSphere Application Server 用のファイル記述子リソース
の構成 (Linux)
Linux では、ファイル記述子の許容最大数のデフォルトの設定では、WebSphere
Application Server の実行に十分でありません。 WebSphere Application Server が正
しく実行できるように、ファイル記述子リソースを構成する必要があります。

このタスクについて
インストール済み環境に WebSphere Application Server のスタンドアロン・インス
タンスが含まれている場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるコンピューターでファイル記述子リソースを構成します。クラスター環境の場
合は、WebSphere Application Server がインストールされている各コンピューター
(デプロイメント・マネージャーおよび管理対象ノード) でファイル記述子リソース
を構成する必要があります。リソースは、使用する環境に適切な場合は、永続的に
構成することができます。

手順
1. すべての WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 238 ページの『IBM WebSphere Application Server の停止
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. 多数のファイル記述子をサポートするようにコンピューターを構成します。 こ
のプロセスについて不明なことがある場合は、システム管理者に問い合わせてく
ださい。
以下の例は、ログイン・シェルが /bin/bash の場合に、ファイル記述子の数を
10240 に設定する方法を示します。WebSphere Application Server には、適切に
実行するには、10000 を超える値が必要です。
v 設定値をシステム全体に適用するには、次の行を /etc/profile ファイルに追
加します。
ulimit -n 10240

v すべてのユーザーのソフトおよびハード・リミットを設定するには、次の行を
/etc/security/limits.conf ファイルに追加します。
* soft nofile 10240
* hard nofile 10240

この値を永続的に構成しない場合は、例に示すように、代わりに ulimit -n コ
マンドを WebSphere Application Server プロセスを開始する直前に実行できま
す。このコマンドを実行する前に、すべての WebSphere Application Server プロ
セスが停止している必要があります。
3. すべての WebSphere Application Server プロセスを開始します。 244 ページの
『IBM WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してくだ
さい。
4. クラスター環境の場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるすべてのシステムで、この手順を繰り返します。
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IBM WebSphere Application Server 用のメモリー割り振りの構成
(AIX)
AIX では、LDR_CNTRL 環境変数で、プログラムで使用可能なメモリー・スペースと
各セグメントで使用されるページ・サイズを AIX が処理する方法を制御します。十
分なメモリーを WebSphere Application Server に割り振るには、WebSphere
Application Server が正しく実行できるようにこの環境変数を設定解除する必要があ
ります。

このタスクについて
インストール済み環境に WebSphere Application Server のスタンドアロン・インス
タンスが含まれている場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるコンピューター上の LDR_CNTRL 環境変数を設定解除します。クラスター環境の
場合は、WebSphere Application Server がインストールされている各コンピューター
上 (デプロイメント・マネージャーおよび管理対象ノード) の LDR_CNTRL 環境変数
を設定解除する必要があります。変更は、使用する環境に適切な場合は、永続的に
構成することができます。

手順
LDR_CNTRL 環境変数を設定解除するには、次のようにします。
1. すべての WebSphere Application Server プロセスが停止していることを確認しま
す。 238 ページの『IBM WebSphere Application Server の停止
(Linux、UNIX)』 を参照してください。
2. LDR_CNTRL 環境変数を構成します。 このプロセスについて不明なことがある場
合は、システム管理者に問い合わせてください。
次の例は、ログイン・シェルが /bin/bash の場合の LDR_CNTRL 環境変数の設定解
除方法を示しています。
v システム上のすべてのユーザーに設定を適用するには、次の行を
/etc/profile ファイルに追加します。
unset LDR_CNTRL

v 特定のユーザーに設定を適用するには、この行をユーザーの ~/.profile ファ
イルに追加します。構成するユーザーは通常は、非 root 管理用の WebSphere
Application Server を再構成していない限り、root です。
環境変数を永続的に構成しない場合は、例に示すように、unset LDR_CNTRL コマ
ンドを WebSphere Application Server プロセスを開始する直前に実行します。こ
のコマンドを実行する前に、すべての WebSphere Application Server プロセスが
停止している必要があります。
3. WebSphere Application Server プロセスを開始します。 244 ページの『IBM
WebSphere Application Server の開始 (Linux、UNIX)』 を参照してください。
4. クラスター環境の場合は、WebSphere Application Server がインストールされて
いるすべてのコンピューターで、この手順を繰り返します。
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IBM WebSphere Application Server プロセス状況の確認
WebSphere Application Server スタンドアロン・インストール済み環境の状況、また
はクラスター・インストール済み環境のクラスター・メンバー、ノード・エージェ
ント、およびデプロイメント・マネージャーの状況を確認するには、以下の手順に
従います。

IBM WebSphere Application Server (スタンドアロン・インス
トール済み環境) の状況の確認
WebSphere Application Server スタンドアロン・インストール済み環境の場合は、
serverStatus コマンドを使用してアプリケーション・サーバー始動の状況を確認し
ます。

手順
serverStatus コマンドの詳細については、WebSphere Application Server のドキュ
メントを参照してください。
v バージョン 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html
v バージョン 8.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html

次のタスク
アプリケーション・サーバーが始動している場合は、serverStatus コマンドによっ
て返された状況ではアプリケーション・サーバーが「開始済み」であることを示し
ている場合でも、すべての InfoSphere Information Server アプリケーションが初期
化を完了するまで、IBM InfoSphere Information Server で使用できる準備はできてい
ません。詳しくは、『IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタン
ドアロン・インストール)』を参照してください。

IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (スタン
ドアロン・インストール)
WebSphere Application Server を再始動した場合は常に、その後のアクションを開始
する前に、アプリケーション・サーバーが完全に始動していることを確認してくだ
さい。この手順は、WebSphere Application Server のスタンドアロン・インストール
済み環境に当てはまります。

このタスクについて
アプリケーション・サーバーの状況が「開始済み」と示されている場合でも、
InfoSphere Information Server アプリケーションがまだ完全に初期化していないた
め、IBM InfoSphere Information Server がこのアプリケーション・サーバーをまだ使
用できないことがあります。InfoSphere Information Server アプリケーションは通常
は、アプリケーション・サーバーの状況が最初に「開始済み」に変更されてから 2
分から 4 分以内に初期化を完了します。
startServer または MetadataServer.sh run を実行して WebSphere Application
Server を始動した場合、WebSphere Application Server がすべてのアプリケーション
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を開始を完了して、InfoSphere Information Server がアプリケーションの初期化を完
了する前に制御が戻ります。この時点で serverStatus を実行すると、「開始済
み」の状況が表示されます。しかし、初期化はまだ完了していません。
MetadataServer.sh start を実行して WebSphere Application Server を始動した場
合は、WebSphere Application Server がアプリケーションを開始する直前に制御が戻
ります。少し後に serverStatus を実行すると、「開始中」の状況が表示されま
す。数分後に serverStatus を実行すると、「開始済み」の状況が表示されます。
この状況は、WebSphere Application Server がすべてのアプリケーションの開始を完
了したことを示します。ただし、InfoSphere Information Server がアプリケーション
の初期化を完了したことは示していません。

手順
次の手順に従って、InfoSphere Information Server アプリケーションが初期化を完了
したかどうかを判別します。
1. サービス層コンピューターにログインします。
2. SystemOut.log ファイルを見つけます。 このファイルは、次のディレクトリー
にあります。
WAS_install_path/profiles/profile/logs/serverx
ディレクトリー・パスでは、
v WAS_install_path は、WebSphere Application Server がインストールされている
場所です。デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
–

UNIX

–

Windows

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、InfoSphere Information Server が稼働しているプロファイル名で
す。デフォルトのプロファイル名は InfoSphere です。
v serverx は、アプリケーション・サーバー・インスタンスの名前です。デフォ
ルトのサーバー名は server1 です。
3. SystemOut.log ファイル内のアプリケーション・サーバーが始動した時間フレー
ムで、次の行を探します。次の行は、InfoSphere Information Server が完全に初
期化されて、オペレーションの準備完了であることを示します。
Initialization: EJB Initializations complete

SystemOut.log ファイルには、複数のアプリケーション・サーバーの再始動にま
たがるログ・エントリーが含まれていることがあります。このため、このファイ
ルには「EJB 初期化が完了しました」という行が複数含まれている場合がありま
す。このメッセージが目的のアプリケーション・サーバーの始動に関連している
かどうかを判別するには、ログ・エントリーのタイム・スタンプを使用します。

IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (クラス
ター・インストール)
クラスター・メンバーを開始した場合は常に、その後のアクションを行う前に、そ
のクラスター・メンバーに関連したアプリケーション・サーバーが完全に始動して
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いることを確認してください。この手順は、WebSphere Application Server のクラス
ター・インストール済み環境に当てはまります。

このタスクについて
クラスター・メンバーの状況が、IBM InfoSphere Information Server Web コンソー
ル 内で「開始済み」であることを示している場合、または serverStatus コマンド
で返された状況ではアプリケーション・サーバーが「開始済み」であることを示し
ている場合でも、InfoSphere Information Server アプリケーションが完全に初期化さ
れるまで、InfoSphere Information Server がこのクラスター・メンバーを使用できな
いことがあります。InfoSphere Information Server アプリケーションは通常は、アプ
リケーション・サーバーの状況が最初に「開始済み」に変更されてから 2 分から 4
分以内に初期化を完了します。

手順
次の手順に従って、InfoSphere Information Server アプリケーションが初期化を完了
したかどうかを判別します。
1. クラスター・メンバーの各ホスト・コンピューターにログインします。
2. このコンピューターで、SystemOut.log ファイルを見つけます。 このファイル
は、次のディレクトリーにあります。
WAS_install_path/profiles/profile/logs/serverx
ディレクトリー・パスでは、
v WAS_install_path は、WebSphere Application Server がインストールされている
場所です。デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
–

UNIX

–

Windows

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、InfoSphere Information Server が稼働している管理対象ノードのプ
ロファイル名です。デフォルトのプロファイル名は Custom01 です。
v serverx は、アプリケーション・サーバー・インスタンスの名前です。デフォ
ルト値は serverx です。ここで、x はいずれかのアプリケーション・サーバ
ー・インスタンスの番号です。
3. 各サーバー・インスタンスの SystemOut.log ファイルを確認します。
a. SystemOut.log ファイル内のアプリケーション・サーバーが始動した時間フ
レームで、次の行を探します。次の行は、InfoSphere Information Server が完
全に初期化されて、オペレーションの準備完了であることを示します。
Initialization: EJB Initializations complete

SystemOut.log ファイルには、複数のアプリケーション・サーバーの再始動
にまたがるログ・エントリーが含まれていることがあります。このため、こ
のファイルには「EJB 初期化が完了しました」という行が複数含まれている
場合があります。このメッセージが目的のアプリケーション・サーバーの始
動に関連しているかどうかを判別するには、ログ・エントリーのタイム・ス
タンプを使用します。
4. クラスター・メンバーの各ホスト・コンピューターでこの手順を繰り返します。
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次のタスク
InfoSphere Information Server は、あるクラスター・メンバーが完全に初期化される
と即時に、使用できます。ただし、パフォーマンスを最適にするために、クラスタ
ーのすべてのメンバーが完全に初期化されるまで待機します。クラスターのすべて
のメンバーが完全に初期化されるようにすると、フェイルオーバーの際に引き継ぐ
ことができるメンバー数を最大にすることができます。

IBM WebSphere Application Server クラスター・メンバーの状
況の確認
WebSphere Application Server クラスター・インストール済み環境の場合は、
WebSphere Application Server 管理コンソール使用してクラスター・メンバーの状況
を確認します。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. コンソールでクラスター・リストにアクセスします。 「ナビゲーション」ペイ
ンで、「サーバー」を展開し、「クラスター」を展開して「WebSphere
Application Server クラスター」をクリックします。
3. ワークスペースで、クラスター名をクリックします。 クラスター・ページが表
示されます。
4. 「クラスター・メンバー」をクリックします。 「クラスター・メンバー」ペー
ジが表示されます。各クラスター・メンバーがページにリストされます。「状
況」列に、各クラスター・メンバーの状況が示されます。

次のタスク
アプリケーション・サーバーが始動している場合は、WebSphere Application Server
管理コンソールにクラスター・メンバーの状況が「開始済み」を示している場合、
または serverStatus コマンドによって返された状況ではアプリケーション・サー
バーが「開始済み」であることを示している場合でも、すべての InfoSphere
Information Server アプリケーションが初期化を完了するまで、IBM InfoSphere
Information Server で使用できる準備はできていません。 InfoSphere Information
Server アプリケーションが初期化を完了したことの確認方法の詳細については、
IBM WebSphere Application Server 始動の状況の確認 (クラスター・インストール)
を参照してください。

IBM WebSphere Application Server ノード・エージェントの状
況の確認
WebSphere Application Server クラスター・インストール済み環境の場合は、
WebSphere Application Server 管理コンソール使用してノード・エージェントの状況
を確認します。

手順
1. WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
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2. 「ナビゲーション」ペインで、「システム管理」を展開して「ノード・エージェ
ント」をクリックします。 「ノード・エージェント」ページが表示されます。
各ノード・エージェントがページにリストされます。「状況」列に、各ノード・
エージェントの状況が示されます。

IBM WebSphere Application Server デプロイメント・マネージ
ャーの状況の確認
WebSphere Application Server クラスター・インストール済み環境の場合は、
serverStatus コマンドを使用してデプロイメント・マネージャーの状況を確認しま
す。

手順
serverStatus コマンドを実行します。 このコマンドは、デプロイメント・マネージ
ャーが実行するコンピューターの次のディレクトリーに存在します。
WAS_install_path/profiles/profile/bin
ディレクトリー・パスでは、
v WAS_install_path は、WebSphere Application Server がインストールされている場
所です。デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
–

UNIX

–

Windows

Linux

/opt/IBM/WebSphere/AppServer

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、デプロイメント・マネージャーのプロファイル名です。
serverStatus コマンドの詳細については、WebSphere Application Server のドキュ
メントを参照してください。
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html
v publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/rxml_serverstatus.html

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
の始動をモニターし、エラーを診断できる情報が含まれています。
IBM InfoSphere Information Server 関連の問題を診断するのに最も役立つログ・ファ
イルは、以下のとおりです。
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
ドの以下のディレクトリーにあります。
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Linux

v

UNIX

path/profiles/profile/logs/server1
Windows

v

path\profiles\profile\logs\server1

ディレクトリー・パスでは、
v path は、WebSphere Application Server インストール・パスです。デフォルトで
は、パスは次のいずれかです。
–

Linux

UNIX

opt/IBM/WebSphere/AppServer

–

Windows

C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer

v profile は、IBM InfoSphere Information Server がインストールされている場所の
プロファイル名です。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。
v server1 は、アプリケーション・サーバーの名前です。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
済み環境の場合、カスタム・プロファイル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ことがあります。標準的な値は 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です。デプロイメ
ント・マネージャー・プロファイルの場合、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、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、WebSphere
Application Server のドキュメントを参照してください。
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 7.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/topic/com.ibm.websphere.nd.doc/
info/ae/ae/ttrb_mglogs.html
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment 8.0:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/com.ibm.websphere.nd.doc/
info/ae/ae/ttrb_mglogs.html
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第 14 章 コマンド・ラインを使用した資産の管理
コマンド・ラインを使用して、開発、テスト、実動といった環境のさまざまなメタ
データ・リポジトリーの間で、資産を移動できます。また、コマンド・ラインを使
用して、実装されたデータ・リソースやビジネス・インテリジェンス資産を照会お
よび削除することもできます。

istool コマンド・ラインの使用
コマンド・ラインを使用して、資産のインポートとエクスポート、および共通メタ
データの照会と削除を行うことができます。

istool コマンド・ラインの場所
istool コマンド・ラインは、クライアント層およびエンジン層で使用できます。
Windows の場合、istool コマンド・フレームワークは
installation_directory¥Clients¥istools¥cli にあります。ここで、
installation_directory は IBM InfoSphere Information Server をインストールしたディ
レクトリーです。例えば、c:¥IBM¥InformationServer です。
UNIX または Linux の場合、istool コマンド・フレームワークは
installation_directory/Clients/istools/cli にあります。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。例えば、/opt/IBM/InformationServer です。
istool フレームワークは、すべてのクライアント層およびエンジン層のコンピュータ
ーにインストールされています。フレームワークのインストール済み環境は、次の
ツールおよびコンポーネントのコマンドとオプションを実行する能力を提供しま
す。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
v 共通メタデータ資産
v レポート作成資産
v セキュリティー資産
次の各ツールのコマンド・オプションは、そのツールがインストールされる場合に
限り、フレームワークと共にインストールされます。
v IBM InfoSphere Information Analyzer – クライアントおよびエンジン
v IBM InfoSphere Metadata Workbench – クライアントおよびエンジン
v IBM InfoSphere Business Glossary – クライアントのみ
v IBM InfoSphere FastTrack – クライアントのみ
つまり、例えば、InfoSphere DataStage and QualityStage 資産を移動する場合、クラ
イアント層またはエンジン層のそれぞれのコンピューターから、build
package、deploy package、および send package コマンド、および -datastage オプシ
ョンを実行できます。InfoSphere FastTrack 資産を移動する場合は、InfoSphere
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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FastTrack がインストールされているクライアント・コンピューターから istool コマ
ンド・ラインを実行する必要があります。

istool のコマンドおよび共通パラメーター
istool コマンドを使用して、IBM InfoSphere Information Server のメタデータ・リポ
ジトリーに保管された資産を管理できます。
Windows の場合、istool コマンド・フレームワークは
installation_directory¥Clients¥istools¥cli にあります。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。例えば、c:¥IBM¥InformationServer です。
UNIX または Linux の場合、istool コマンド・フレームワークは
installation_directory/Clients/istools/cli にあります。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。例えば、/opt/IBM/InformationServer です。
istool コマンドの基本的な構文は次のとおりです。
istool command authentication_parameters [generic_parameters] [command_parameters]

次の表にコマンドを示します。
表 19. istool コマンド
コマンド

説明

istool export

資産をファイルにエクスポートします。

istool import

資産をファイルからインポートします。

istool glossary export

IBM InfoSphere Business Glossary からファイルへ資産をエクスポ
ートします。

istool glossary import

ファイルからグロッサリー資産をインポートします。

istool build package

デプロイする IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 資産のパ
ッケージをビルドします。

istool deploy package

パッケージをデプロイします。

istool send package

ローカル・クライアント・コンピューターにパッケージを送信しま
す。

istool query

共通メタデータ (物理データ・リソースまたはビジネス・インテリ
ジェンス資産) を照会し、結果をファイルに書き込みます。

istool deletecm

共通メタデータを削除します。

接続先の InfoSphere Information Server サービス層を指定するには、認証パラメー
ターを使用します。次の表に認証パラメーターを示します。認証パラメーターはす
べての istool コマンドで必須です。
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表 20. 認証パラメーター
名前

タイプ

引数

説明

-domain
または
-dom

String[:Number]

<domain[:port]>

次のように、IBM WebSphere
Application Server の構成によって異な
ります。
v クラスタリングがセットアップされ
ている場合、名前または IP アドレス
と、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・
バランサーのどちらか) のポート。ホ
スト名と特定のクラスター・メンバ
ーのポートは使用しないでくださ
い。
v クラスタリングがセットアップされ
ていない場合、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
ドレスと、IBM InfoSphere
Information Server Web コンソールに
割り当てられているポート番号 (デフ
ォルトでは 9080)。
IPV6 アドレスを使用する場合は、正し
いフォーマットについてこの表の後にあ
る注を参照してください。IPV6 アドレ
スを使用する場合は、大括弧 ([ ]) でア
ドレスを囲む必要があります。例:
istool export –domain
[2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:\arc.isx" -datastage
’"serv2/Proj/Jobs/Mine/ajob.pjb"’

-authfile
ストリング
または -af

<path to
credentials file>

InfoSphere Information Server にログオ
ンするための暗号化された資格情報を含
むファイルのパス。 -authfile を使用
する場合は、コマンド・ラインで
-username または -password を指定す
る必要はありません。 -authfile オプ
ションと、明示的なユーザー名およびパ
スワードのオプションを両方とも指定し
た場合は、明示的なオプションが優先さ
れます。詳しくは、トピック『Encrypt
コマンド』を参照してください。

-username
または
-user

ストリング

<user name>

サービス層のユーザー・アカウントの名
前

-password
または
-pass

ストリング

<password>

-username オプションで指定されたアカ
ウントのパスワード。(最初のログイン
後はオプション)。

第 14 章 コマンド・ラインを使用した資産の管理

257

注: IPV6 アドレスを使用する場合は、大括弧 ([ ]) でアドレスを囲む必要がありま
す。例: istool export –domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9080 -username
user1 -password pass1 -archive "c:\arc.isx" -datastage ’"serv2/Proj/Jobs/
Mine/ajob.pjb"’
次の表の汎用パラメーターは、すべての istool コマンドで使用できるオプションの
パラメーターです。
表 21. 汎用パラメーター
オプションのロン
グ・ネーム

オプションのショ
ート・ネーム

-help

-h

コマンド・オプションのリストを出力します。特
定のコマンドのヘルプを表示するには、istool
command -help と入力します。

-verbose

-v

オペレーション全体での詳細情報を出力します。

-silent

-s

エラー以外のコマンド出力を表示しません。

説明

テキスト・ファイルから直接読み取られるコマン
ドを実行します。ファイルは一連のコマンド・ラ
インとして読み取られ、実行されます。

-script

次の表に、ほとんどのツールおよび資産タイプの istool import または istool export
コマンドに共通するパラメーターをリストします。
表 22. istool import または istool export コマンドの共通パラメーター
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名前

タイプ

引数

説明

例外

-preview または
-pre

Boolean

N/A

オプション。istool
import および istool
export で使用しま
す。コマンドを実行
せずに、インポー
ト・タスクおよびエ
クスポート・タスク
のプレビューを表示
します。

glossary export ま
たは glossary
import コマンドで
はサポートされま
せん。

表 22. istool import または istool export コマンドの共通パラメーター (続き)
名前

タイプ

引数

説明

-replace

N/A

N/A

例外

glossary import コ
マンドではサポー
トされません。グ
ロッサリーのイン
ポートに
は、-mergemethod
を使用します。ツ
ールによっては、
資産の置換につい
て、ほかのオプシ
-replace が指定されて ョンを持つものも
いて、インポートさ
あります。istool
れる資産がリポジト
send package コマ
リー内の既存の資産
ンドの -replace オ
と同じ ID を持つ場 プションは異なる
合、既存の資産は新
機能を持ちます。
規の資産によって上
書きされます。
セキュリティーおよ
びレポート作成のイ
ンポートの場合に限
り必須です。それ以
外の場合はオプショ
ンです。istool import
で使用します。ID の
競合を解決する方法
を指定します。

-replace が指定されて
いなければ、資産は
インポートされませ
ん。
-archive または
-ar

string

<archive name>

必須。istool import
および istool export
で使用します。エク
スポートまたはイン
ポートするアーカイ
ブ・ファイルを指定
します。

glossary import お
よび glossary
export コマンドで
はサポートされま
せん。

-updatearchive ま
たは -up

Boolean

N/A

オプション。istool
export で使用しま
す。新規資産を追加
するか、変更された
資産を上書きして、
指定されたアーカイ
ブ・ファイルを更新
します。アーカイ
ブ・ファイル内の資
産は、削除されませ
ん。

glossary export コ
マンドではサポー
トされません。

-abortIferror また Integer/number
は -abort

<number of errors>

オプション。istool
export で使用しま
す。指定した数のエ
ラーが発生すると、
エクスポートを終了
します。

glossary export コ
マンドではサポー
トされません。

-abortAfter また
は -abort

<number of errors>

オプション。istool
import で使用しま
す。指定した数のエ
ラーが発生すると、
インポートを終了し
ます。

glossary import コ
マンドではサポー
トされません。

Integer/number
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istool のコマンド・モード
istool コマンドは、コマンド・ライン、コンソール、またはスクリプトという異な
るモードで使用できます。
istool コマンドは、次のいずれかのモードで実行できます。
コマンド・モード (コマンド・プロンプト内)
コマンド・モードでは、コマンドを、コマンド・ラインに一度に 1 つずつ
入力します。各コマンドは istool で始め、そのあとにコマンドとパラメー
ターを続けます。パラメーター値の中にスペースが入っている場合は、パラ
メーター値を二重引用符文字 (") で囲む必要があります。
コンソール・モード (コマンド・プロンプト内)
パラメーターを付けずに istool をコマンド・ラインに入力すると、コンソ
ール・モードに入ります。
コンソール・モードでは、istool はコマンド・プロンプトを出して、コマ
ンドが入力されるのを待ちます。各コマンドは処理され、処理が終わっても
istool は終了しません。コマンドごとに、認証の詳細を入力する必要があ
ります。プロンプトに対し、ピリオド文字 (.)、exit、または quit を入力
すると、コンソール・モードを終了できます。
コンソール・モードの istool コマンド・フレームワークには、履歴機能も
あります。この機能は、入力された最新の 30 個のコマンドを再呼び出しし
ます。各コマンドを再呼び出しして実行できます。最新のコマンドを表示す
るには、history を入力します。コマンドを繰り返すには、
!command_number と入力します。例えば、!2 と入力します。
スクリプト・モード
istool コマンドを使用して、テキスト・ファイルから直接読み取られたコ
マンドを実行できます。ファイルは一連のコマンド・ラインとして読み取ら
れ、実行されます。
スクリプト・モードでは、次の規定を除き、入力ファイルの各行は、手動で
入力されるコマンド・ラインと同じフォーマットでなければなりません。
v 各コマンド・ラインに istool ストリングを含める必要はありません。
v 複数のコマンドは、入力行の終わりのセミコロン文字 (;) で分離されま
す。
v コマンド・ラインは、複数の行に渡ることができます。
コマンド構文:
istool –script filename

資産交換
コマンド・ラインを使用して、異なる IBM InfoSphere Information Server インスト
ール済み環境のメタデータ・リポジトリーの間で、資産を移動できます。例えば、
開発環境から、テスト環境、実動環境、またはソース制御環境に資産を移動できま
す。

260

管理ガイド

IBM InfoSphere Information Server は、企業による情報の理解、クレンジング、変
換、および情報配信を可能にする、1 つの統合されたプラットフォームを協働して
提供する一組のコンポーネントです。
各コンポーネントには、共有メタデータ・リポジトリーに保管された一連の資産が
あります。1 つの資産が複数のスイート・コンポーネントによって使用される場合
もあります。例えば、セキュリティー資産は、スイートの中で定義され、スイー
ト・コンポーネントに対するアクセス権限を与えられたユーザーです。資産交換
は、これらの資産をアーカイブに書き込むために使用できるコマンド・ライン・イ
ンターフェースのコマンドを提供します。そのあと、アーカイブをバックアップし
て InfoSphere Information Server 資産を保存したり、アーカイブを別のシステムに
移動して、アーカイブから資産をインポートしたりできます。また、アーカイブ・
ファイルをソース・コード制御システムにサブミットして、資産のバージョン管理
を提供することもできます。
資産交換の istool コマンド・ライン・インターフェースを使用して、個々の資産ま
たは大きな資産グループを移動できます。資産交換のコマンド・スクリプトを作成
して、日常のバックアップや、大きな資産グループの移動を容易にすることができ
ます。インポートまたはエクスポート処理にかかる時間は、プロジェクトのサイズ
によって異なります。
次の表に、資産のカテゴリーと、そのカテゴリーに含まれる個々の資産をリストし
ます。
表 23. 資産交換を使用して移動できる資産
資産のカテゴリー

資産

IBM InfoSphere Business Glossary

v カテゴリー
v 用語

IBM InfoSphere FastTrack

v マッピング・コンポーネント
v マッピング合成
v マッピング仕様
v プロジェクト・テンプレート
v プロジェクト
v プロジェクトに関連付けられたロール割り
当て、レポート、共通メタデータ、グロッ
サリー資産、および IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage 資産

IBM InfoSphere Information Analyzer

v 分析結果、データ・ルール、データ・クラ
スデータ・クラスといった、プロジェクト
に関連付けられた資産も含めたプロジェク
ト
v それがどのプロジェクトに関連付けられて
いるかに関係なく、すべてのデータ・クラ
ス
v プロジェクトに関連付けられたレポートと
共通メタデータ
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表 23. 資産交換を使用して移動できる資産 (続き)
資産のカテゴリー

資産

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage

v カスタム・フォルダー (プロジェクト・デ
ィレクトリー内の外部ファイル)
v データ接続
v データ・エレメント
v データ品質仕様 (ルックアップ・テーブ
ル、ルール・セット、およびマッチング仕
様)
v IMS データベース
v IMS ビューセット
v ジョブ (メインフレーム、パラレル、シー
ケンス、およびサーバー)
v ジョブ実行可能ファイル
v マシン・プロファイル
v パラメーター・セット
v ルーチン (メインフレーム、パラレル、お
よびサーバー)
v 共有コンテナー (パラレルおよびサーバー)
v ステージ・タイプ
v 表定義
v 変換処理
v 共有表と、表定義に関連付けられた関連す
る共通メタデータ資産

共通メタデータ資産

物理データ・リソース:
v ホスト・コンピューター
v データベース
v スキーマ
v ストアード・プロシージャー
v データベース表
v データ・ファイル
v データ・ファイル構造
v データベース接続
v データ項目定義
ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産:
v BI モデル
v BI コレクション
v キューブ
v BI レポート
v BI レポート照会

レポート作成資産

v レポート
v レポート結果
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表 23. 資産交換を使用して移動できる資産 (続き)
資産のカテゴリー

資産

セキュリティー資産

v ロール、証明情報、および証明情報のマッ
ピングを所有または所有しないユーザー
v ロールを所有または所有しないグループ

InfoSphere DataStage and QualityStage 資産の転送に、GUI ベースのツールである
InfoSphere Information Server Manager を使用できます。
v InfoSphere Information Server Manager を使用して、資産のデプロイメント・パッ
ケージをビルドし、これらのパッケージを InfoSphere Information Server システ
ムの間で移動したり、パッケージをソース・コード制御システムにサブミットし
たりできます。
v InfoSphere Information Server Manager で InfoSphere DataStage and QualityStage
資産のツリーを参照してパッケージに含める資産を選択することで、InfoSphere
Information Server Manager と資産交換のコマンドを相互に連係して使用できま
す。そのあと、ターゲットに資産の最新バージョンが存在するようにするため
に、指定されたパッケージを定期的に再ビルドし、そのパッケージをターゲッ
ト・システムまたはプロジェクトにデプロイする資産交換のコマンドのスクリプ
トを定義できます。

資産交換の共通シナリオ
資産交換を使用して、IBM InfoSphere Information Server でよく見られるシナリオに
対処できます。

開発からテストへのプロジェクトの移動
典型的な InfoSphere Information Server 環境では、専用の開発システムが存在しま
す。このシステムを使用して、自社のデータ・ソリューションのプロトタイプを作
成し、初歩のテストを行います。
初期開発が完了し、プロジェクトをテストする用意ができると、スクリプトに記述
された資産交換コマンドによって、資産交換を使用して全体のシステムをテスト・
システムにデプロイできます。このとき、次のように、テスト・マシンと開発マシ
ンとの間で何度か往復することがよくあります。
1. テスト・システムで障害が検出されます。
2. 開発システムで障害が修正されます。
3. 結果がもう一度テスト・システムに移動されます。
次のコマンドが記述されたスクリプトを定義することもできます。
v 最初のコマンドで、開発システムから必要な資産をエクスポートします。
v 次のコマンドで、エクスポートされた資産をテスト・システムにインポートしま
す。
開発システムで修正が行われるたびに、このスクリプトを再実行できます。
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項目のサブセットの移動
開発システムとテスト・システムを往復する間に、プロジェクト全体ではなく、資
産のサブセットだけを移動したい場合があります。この場合、コマンド・ラインで
資産交換のコマンドを直接使用して、明示的に、移動する資産を 1 つ以上指定でき
ます。例えば、ある InfoSphere DataStage ジョブの変更が必要な場合、開発システ
ムでそのジョブを変更できます。そのあと、そのジョブを再度エクスポートし、テ
スト・システムで再度インポートできます。

テストから実動へのプロジェクトの移動
テスト・サイクルが完了したあと、実際のデータをシステムが処理する実動システ
ムに資産をデプロイできます。再度資産交換のコマンドを使用して、資産をアーカ
イブにエクスポートし、それらを実動システムにインポートできます。

InfoSphere Business Glossary 資産
グロッサリーのコマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、グロッサ
リー資産をさまざまな IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリ
ーの間で移動したり、資産をバックアップしたり、ビジネス・インテリジェンス
(BI) モデルのエレメントを用語およびカテゴリーに変換したりできます。
Business Glossary アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。
istool glossary コマンドは、IBM InfoSphere Business Glossary がインストールされ
ているクライアント層の Microsoft Windows コンピューターで実行する必要があり
ます。
istool glossary export コマンドを使用して、次に示すいずれかのタイプのファイ
ルに資産をエクスポートできます。
v XML ファイル
v XMI ファイル (グロッサリー・アーカイブ)
v CSV ファイル
すべてのカテゴリーをエクスポートすることも、指定したトップレベル・カテゴリ
ーをエクスポートすることもできます。XML または XMI ファイルにエクスポート
する場合、エクスポートされる用語に割り当てられている資産へのリンクをエクス
ポートできます。XML または XMI ファイルにエクスポートする場合、オプション
で、エクスポートされるカテゴリーと用語のスチュワードシップ・リンクを含める
ことができます。(CSV ファイルには常にスチュワードシップ・リンクが含まれま
す。)

グロッサリー資産の export コマンド
グロッサリー CLI コマンドを使用して、グロッサリー資産をファイルにエクスポー
トします。

コマンド構文
istool glossary export
-domain domain[:<port>]
-username <username>
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-password <password>
[generic parameters]
-filename "pathname"
[-format XML | XMI | CSV]
[-allcategories] | [-topcategories "cat1, cat2, ... catN"]
[-includeassignedassets]
[-includestewardship]

コマンド・オプション
次の表は、glossary export コマンドに固有のオプションのリストです。
名前

値 (存在する場合)

説明

-filename or -f

pathname

グロッサリー資産のエクスポート先のフ
ァイルを指定します。パス名 (pathname)
にスペース文字が含まれている場合、パ
ス名を二重引用符 (") で囲む必要があり
ます。

-format または -fm

XML | XMI | CSV

エクスポート・ファイルのフォーマット
を指定します。デフォルトでは、フォー
マットは XML です。

-allcategories または
-all
-topcategories または
-top

ソース・グロッサリーの中のすべてのカ
テゴリーが指定されたファイルにエクス
ポートされることを指定します。
cat1, cat2, ... catN

このパラメーターを使用して、エクスポ
ートされるトップレベルのカテゴリーの
コンマ区切りのリストを指定します。カ
テゴリー名の中にスペースを含めること
ができます。

-includeassignedassets ま
たは -incasst

エクスポートされる用語に割り当てられ
た資産へのリンクがエクスポートされる
ことを指定します。デフォルトでは、こ
のオプションは「いいえ」です。

-includestewardship また
は -incstwd

エクスポートされるカテゴリーと用語の
スチュワードシップ・リンクがエクスポ
ートに含まれることを指定します。デフ
ォルトでは、このオプションは「いい
え」です。(CSV フォーマットのエクス
ポート・ファイルには常にスチュワード
シップ・リンクが含まれます。)

例
次のコマンドは、ソース・グロッサリーの中のすべてのカテゴリーを exp_all.xml
という名前のファイルにエクスポートします。明示的にフォーマットが指定されて
いないため、カテゴリーは XML フォーマットでエクスポートされます。
istool glossary export –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-filename "c:\exp_all.xml" -allcategories

次のコマンドは、ソース・グロッサリーの中の指定されたカテゴリーを exp_sel.xmi
という名前のグロッサリー・アーカイブ・ファイルにエクスポートします。
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istool glossary export –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd -filename
"c:\exp_sel.xmi" -format XMI -topcategories "dept AB, dept XM, dept HR"

グロッサリー資産の import コマンド
istool glossary import コマンドを使用して、以前にアーカイブされた資産のファイル
からグロッサリー資産をインポートします。

コマンド構文
グロッサリー資産をインポートするには、Business Glossary アドミニストレータ
ー・ロールを持っている必要があります。
IBM InfoSphere Business Glossary がインストールされたクライアント層のコンピュ
ーターからコマンドを実行する必要があります。
istool glossary import
authentication parameters
[generic parameters]
-filename pathname
[-format XML | XMI | CSV]
[-mergemethod overwrite | ignore | mergeignore | mergeoverwrite]
[-mappingfile pathname]

コマンド・オプション
authentication parameters
特定の IBM InfoSphere Information Server の接続の詳細を指定します。
generic parameters
コマンド構文でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指
定するには、汎用パラメーターを使用します。
-filename pathname または -f pathname
グロッサリー資産のインポート元のファイルを指定します。パス名 (pathname)
にスペース文字が含まれている場合、パス名を二重引用符 (") で囲む必要があ
ります。
-format XML | XMI | CSV または -fm XML | XMI | CSV
インポート・ファイルのフォーマットを指定します。デフォルトでは、フォーマ
ットは XML です。
-mergemethod overwrite | ignore | mergeignore | mergeoverwrite または -mrg
overwrite | ignore | mergeignore | mergeoverwrite
資産が XML または XMI ファイルからインポートされる場合に限り適用され
ます。次のいずれかのマージ方式を指定します。
overwrite
このオプションは、ターゲット・リポジトリーに存在する資産を、イン
ポートされる資産で上書きする場合に指定します。
ignore これはデフォルト・オプションです。ターゲット・リポジトリーに存在
する資産は上書きされません。
mergeignore
このオプションは、資産をマージして、インポートされるマージできな
い属性は無視する場合に指定します。
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mergeoverwrite
このオプションは、資産をマージして、マージできない既存の属性を上
書きする場合に指定します。
-mapping pathname または -map pathname
資産が XMI ファイルからインポートされる場合に限り適用されます。インポー
トされた資産の変更に使用するマッピング・ファイルを指定します。パス名
(pathname) にスペース文字が含まれている場合、パス名を二重引用符 (") で囲
む必要があります。マッピング・ファイルによって、エクスポートされたグロッ
サリーの内容の属性をインポートの前に変更し、インポート先のグロッサリーに
適したものにすることができます。

例
次のコマンドでは、CSV フォーマットの bgexp.csv という名前のファイルに含まれ
るすべてのグロッサリー資産をインポートします。
istool glossary import –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-filename c:¥bgexp.csv -format CSV

次のコマンドでは、XML フォーマットの bg x imp.xml という名前のファイルに含
まれるすべてのグロッサリー資産をインポートします。ターゲット・リポジトリー
の中に同じ名前の資産が見つかれば、それらの資産はインポートされた資産で上書
きされます。
istool glossary import –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-filename "c:¥bg x imp.xml" -format XML -mergemethod overwrite

ビジネス・インテリジェンス・モデルからのグロッサリー・コンテ
ンツの生成
ビジネス・インテリジェンス (BI) モデルからカテゴリーと用語を生成できます。例
えば、IBM Cognos® Framework Manager モデルから、または BusinessObjects
Universe から、カテゴリーと用語を生成できます。
BI モデルからカテゴリーと用語を生成するには、IBM InfoSphere Information Server
のメタデータ・リポジトリーにモデルをあらかじめインポートする必要がありま
す。ブリッジを使用して、BI モデルをメタデータ・リポジトリーにインポートでき
ます。
glossary bi2bg コマンドは、BI モデルを解析してカテゴリーと用語の階層を作成
した後、これらのカテゴリーと用語を InfoSphere Business Glossary 内で作成しま
す。単一の glossary bi2bg コマンドに、複数の BI モデルを指定できます。
注:
グロッサリー・コンテンツは、次の方法で作成されます。
v 指定されたモデルごとに、スラッシュ (/) で区切られた各トークンのグロッサリ
ー・カテゴリーがモデルの名前空間内で作成されます。作成される最上位カテゴ
リーの名前は、BI モデルと同じです。
v BI モデルに含まれる BI コレクションごとに、サブカテゴリーが作成されます。
これらのサブカテゴリーにはそれぞれ、BI コレクションと同じ名前が付けられま
す。
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v BI コレクションに含まれる BI コレクション・メンバーごとに、用語が作成され
ます。これらの用語はそれぞれ、BI コレクション・メンバーと同じ名前を持ち、
BI コレクションに対して作成されたカテゴリーに含まれます。用語のその他のプ
ロパティー (名前、およびグロッサリー階層内での場所を除くすべてのプロパテ
ィー) は、構成ファイルから取得されます。作成された用語に対応する BI コレ
クション・メンバーは、構成ファイル内での指定によって用語に割り当てること
ができます。
例えば、次のような BI モデルがあるとします。
名前空間 /content/package[@name='SimpleReports'] に、モデル MyModel が含まれて
います。 MyModel は BI コレクション Car を含み、このコレクションはコレクシ
ョン・メンバー Wheels を含みます。次の図に、bi2bg コマンドを使用した結果を
示します。
BI モデル

グロッサリー・コンテンツ

カテゴリー: content

<=>?:
/content/package[@name='SimpleReports'

カテゴリー: package

カテゴリー: SimpleReports

モデル<: MyModel

BI コレクション: Car

BI コレクション・メンバー:
Wheels

カテゴリー: MyModel

カテゴリー: Car

CD: Wheels

用語とカテゴリーを作成する前に、glossary bi2bg コマンドを使用して、結果のプ
レビューを作成することもできます。プレビュー・オプションは構成ファイル内で
指定できます。このプレビューは、CSV (コンマ区切り値) フォーマットのファイ
ル、またログ・ファイルに書き込まれます。プレビューに表示される内容は、その
次にプレビュー・オプションを指定せずにコマンドを実行した場合に作成されるコ
ンテンツを示しています。プレビューを調べて問題がないことを確認した後、コマ
ンドを再度実行してカテゴリーと用語を作成します。

glossary bi2bg コマンド
istool glossary bi2bg コマンドは、ビジネス・インテリジェンス (BI) モデルから
カテゴリーと用語を生成するために使用します。

コマンド構文
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istool glossary bi2bg
-domain domain[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-config-file | -cfg <pathname>
-log <pathname>

コマンド・オプション
次の表は、 istool glossary bi2bg コマンド・オプションを示しています。
表 24. istool glossary bi2bg のコマンド・オプション
ロング・ネ
ーム

説明

-config-file
または -cfg

グロッサリー・コンテンツを BI モデルから生成する方法を定義する、構成フ
ァイルのディレクトリー・パスを指定します。パスにスペース文字が含まれて
いる場合は、パスを二重引用符(") で囲みます。

-log

ログ・ファイルを格納するディレクトリー・パスを指定します。パスにスペー
ス文字が含まれている場合は、パスを二重引用符(") で囲みます。

構成ファイル
構成ファイルは、追加のコマンド・パラメーターを定義します。このファイルは、
ユーザーが作成する拡張子 .ini が付いたテキスト・ファイルです。このファイルに
は、次の表に示すパラメーターを指定できます。それぞれのパラメーター名は、ス
ペースを含まない単一のストリングです。
表 25. 構成ファイルのコマンド・パラメーター
パラメーター名

説明

有効な値

デフォルト

ModelsToProcess

処理するモデルの名前を指
定します。すべてのモデル
を処理するには、* に設定
します。

コンマで区切ったモデル
名。

*

MemberTypeRegular

BI コレクション・メンバー ユーザー指定のストリン
グ。
から用語を作成する場合
に、メンバー・タイプが用
語の Example 属性にリスト
されることを示すストリン
グ。タイプが「Regular」で
ある BI コレクション・メ
ンバーについて、表示され
るストリングを指定しま
す。

Regular

MemberTypeMeasure

タイプが「Measure」である ユーザー指定のストリン
BI コレクション・メンバー グ。
について、対応する用語の
Example 属性に表示される
ストリングを指定します。

Measure
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表 25. 構成ファイルのコマンド・パラメーター (続き)
パラメーター名

説明

有効な値

デフォルト

ClassifyMemberTarget
Source

TRUE の場合、BI コレクシ TRUE/FALSE
ョン・メンバーは、そのメ
ンバーから作成される用語
に割り当てられます。

CategoriesToExclude

除外されるカテゴリーを指
定します。名前空間から生
成された親カテゴリーの一
部を作成しないようにする
ことができます。カテゴリ
ーが除外されると、そのサ
ブカテゴリーおよび用語も
除外されます。値を指定し
ない場合でも、構成ファイ
ルにはこのパラメーターが
含まれている必要がありま
す。

コンマで区切ったカテゴリ
ー名。最上位カテゴリーか
ら始まる、カテゴリーの絶
対パスを使用します。プレ
ビュー・ファイルからカテ
ゴリーの絶対パスを取得で
きます。

MergeOption

カテゴリーおよび用語をイ
ンポートする際に使用する
マージ・オプションを指定
します。

MERGE_SOURCE_BIAS/
MERGE_TARGET_BIAS

MERGE_TARGET_BIAS

TRUE

MERGE_TARGET_BIAS
資産をマージし、
インポートされた
属性のうちマージ
できないものは無
視します。
MERGE_SOURCE_BIAS
資産をマージし、
マージできない既
存の属性は上書き
します。
IsModifier

TRUE の場合は、インポー
トされる用語すべての
IsModifier 属性が「Yes」に
設定されます。

TRUE/FALSE

FALSE

Status

インポートされる用語すべ
ての status 属性を指定しま
す。

CANDIDATE/ACCEPTED/
DEPRECATED/STANDARD

CANDIDATE

タイプ

インポートされる用語すべ
ての type 属性を指定しま
す。

PRIMARY/SECONDARY/
NONE

NONE
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表 25. 構成ファイルのコマンド・パラメーター (続き)
パラメーター名

説明

有効な値

CreateBusinessGlossary
Preview

TRUE の場合は、カテゴリ TRUE/FALSE
ーおよび用語をインポート
する代わりに、CSV ファイ
ルまたはログ・ファイル内
にグロッサリー・コンテン
ツのプレビューを作成しま
す。

FALSE

BusinessGlossaryPreview
Format

プレビューを CSV ファイ
ルまたはログ・ファイル
(SYSTEMOUT) のどちらに
書き込むかを指定します。

SYSTEMOUT

BusinessGlossaryPreview
CSVFilePath

作成するプレビュー CSV
ファイルの絶対パスを指定
します。 CSV ファイルは
インポートできません。コ
ンテンツをインポートする
には、構成ファイル内で
CreateBusinessGlossary
Preview を FALSE に設定
してコマンドを再実行しま
す。

FirstRowColumnNames

TRUE の場合、プレビュ
ー・ファイルの最初のフィ
ールドに列名が入ります。

TRUE/FALSE

TRUE

ImportToTopCategory

TRUE の場合は、
TopCategoryName パラメー
ターによって指定された最
上位カテゴリーの下にグロ
ッサリー・コンテンツがイ
ンポートされます。インポ
ートされたコンテンツを格
納するために既存の最上位
カテゴリーを使用する場
合、または新しい最上位カ
テゴリーを作成することに
よって生じるマージの問題
を避けるには、この設定を
使用します。

TRUE/FALSE

FALSE

TopCategoryName

ImportToTopCategory を
TRUE に設定した場合は、
生成されたグロッサリー・
コンテンツを格納する最上
位カテゴリーの名前を指定
します。既存のカテゴリー
名を使用することも、作成
する新規カテゴリーを指定
することもできます。

TRUE/FALSE

FALSE

CSV/ SYSTEMOUT

デフォルト

c:\\Default.csv
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表 25. 構成ファイルのコマンド・パラメーター (続き)
パラメーター名

説明

有効な値

デフォルト

CheckForDuplicateTerms

TRUE の場合は、重複する
名前の用語が作成される
と、重複のリストがテキス
ト・ファイルに出力されま
す。

TRUE/FALSE

TRUE

DuplicateTermsFileName

CheckForDuplicateTerms が
TRUE の場合に、重複する
用語のリストを保管する出
力ファイルのパスを指定し
ます。

c:\\Duplicates.txt

例
次のコマンドは、ローカル・ホスト上にあるメタデータ・リポジトリーにインポー
トされた BI モデルから、カテゴリーと用語を作成します。このコマンドは、構成
ファイル BIGlossaryBuilder.ini を使用します。プレビュー・ファイルは作成されま
せん。カテゴリーと用語は、最上位カテゴリー BI に格納されます。
istool glossary bi2bg –domain localhost:9080 –u isadmin –p isadminpwd
-cfg c:\temp\BIGlossaryBuilder.ini -log c:\temp\bi.log

構成ファイル BGLossaryBuilder.ini には、次のテキストが含まれています。
ModelsToProcess = *
MemberTypeRegular = Dimension
MemberTypeMeasure = Measure
CategoriesToExclude = test
ClassifyMemberTargetSource = FALSE
MergeOption = MERGE_SOURCE_BIAS
IsModifier = FALSE
Status = CANDIDATE
Type = NONE
CreateBusinessGlossaryPreview= FALSE
BusinessGlossaryPreviewCSVFilePath = c:\\tmp\\preview.csv
FirstRowColumnNames = TRUE
TopCategoryName = BI
ImportToTopCategory = TRUE
DuplicateTermsFileName= c:\\tmp\\dup.txt
CheckForDuplicateTerms=TRUE

エラー・レポート
ログ・ファイルには次の状況メッセージが示されます。
成功時:
bi2bg completed successfully!
n categories created
n terms created
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n
n
n
n

categories updated
terms updated
categories deleted
terms deleted

成功時、プレビュー・ファイルの作成:
Glossary preview file is generated!

失敗時:
Building glossary from BI failed, Error Occurred: error_message

ここで、error_message は具体的なメッセージです。

InfoSphere FastTrack 資産
コマンド・ラインを使用して、IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポ
ジトリー間で資産を移動できます。
istool import および istool export コマンドの -fasttrack オプションを使用し
て、移動するマッピング仕様、マッピング・コンポーネント、プロジェクト・テン
プレート、またはプロジェクトを指定できます。これは、データを開発環境からテ
スト環境または実稼働環境に転送する必要がある場合に便利です。
プロジェクト資産をエクスポートする場合、関連するジョブ、データベース表、お
よびレポートを含めることもできます。

資産 ID
資産 ID を使用して、移動したい資産を識別します。
資産 ID は、プロジェクト、フォルダー、または特定の資産を記述します。資産 ID
は完全修飾パスで、次のフォーマットのいずれかで指定できます。
asset-id::=
<project-name>.ftp|
<project-template-name>.ftt |
<project-name>/<mapping-specification-name>.spc
<project-name>/<mapping-component-name>.cmp
<project-name>/<mapping-composition-name>.cps

ここで、
<project-name> は、プロジェクトの名前です。
<project-template-name> は、FastTrack プロジェクト・テンプレートの名前
です。
<mapping-specification-name> は、マッピング仕様の名前です。
<mapping-component-name> は、マッピング・コンポーネントの名前です。
名前の中にスペースがある場合、名前全体を二重引用符 (") で囲む必要がありま
す。
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資産 ID でのワイルドカード文字の使用
複数の資産を指定するために、エレメント名の中でワイルドカード文字を使用でき
ます。
アスタリスク (*) ワイルドカード文字は、0 個以上の文字を表します。疑問符 (?)
ワイルドカード文字は、厳密に 1 文字を表します。資産タイプの指定にワイルドカ
ードを使用することはできません。
複数パーツ名 (マッピング仕様、マッピング・コンポーネント、マッピング合成名
など) については、ワイルドカード文字を 1 つ以上使用した場合でも区切り文字 (/)
は必要です。次に、ワイルドカードが正しく使用された名前の例を示します。
v Project*.ftp
名前が接頭部「Project」で始まるすべての FastTrack プロジェクト。
v Project1/*Cust.spc
プロジェクト「Project1」に含まれ、仕様の名前が接尾部「Cust」で終わるすべて
のマッピング仕様。
v Project*/*Cust.cmp
名前が接頭部「Project」で始まるプロジェクトに含まれ、コンポーネントの名前
が接尾部「Cust」で終わるすべてのマッピング・コンポーネント。
v */*.cps
すべてのプロジェクトの中に含まれるすべてのマッピング合成。
次は、ワイルドカードが間違って使用された名前です。
v Project.*
資産タイプにワイルドカードは使用できません。
v *.spc
マッピング仕様は、2 つのパーツから成る名前でなければなりません。

InfoSphere FastTrack 資産の export コマンド
istool export コマンドを使用して、IBM InfoSphere FastTrack 資産の一部または
すべてをある環境から別の環境に転送するために使用できるアーカイブ・ファイル
を作成します。
FastTrack アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。
InfoSphere FastTrack がインストールされたクライアント層のコンピューターでコマ
ンドを実行する必要があります。
エクスポート・コマンドの結果はアーカイブ・ファイルになります。このファイル
には、変換されることになるすべての資産が含まれています。
istool export -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
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-archive <filename>
[-preview]
-fasttrack ’[<fasttrack-export-options>]’

ここで、
<fasttrack-export-options>::=
[-includeGenerationHistory |
-includeReports |
-includeCommonMetadata |
-includeDataStageAssets |
-includeDependent
-includeProjectRoleAssignments]*
<asset-id-list>

注: エクスポート・オプション (<fasttrack-export-options>) を指定しない場合で
も、-fasttrack または -ft オプションのあとに単一引用符 (') が 2 個必要です。
<asset-id-list> は、「資産 ID」セクションで定義されたフォーマットで指定された
資産 ID のリストです。このリストの中の資産 ID は、ブランクで区切られます。
プロジェクトを選択すると、含まれるすべてのマッピング仕様、マッピング・コン
ポーネント、およびマッピング合成も選択され、アーカイブに書き込まれます。プ
ロジェクトがプロジェクト・テンプレートに基づいて定義されている場合、テンプ
レートは自動的に組み込まれます。
例:
export -u admin -p admin100 -dom KILIMANJARO -ar ft_archive1.isx
-fasttrack ’FTProject1.ftp -incCM’

コマンド・オプション
次のリストは、エクスポート・コマンド・オプションを示しています。これらのオ
プションは必須ではありません。
表 26. エクスポート・コマンド・オプション
ロング・ネーム

ショート・ネー
ム
説明

-includeGenerationHistory

-incGen

生成履歴を含めます。

-includeReports

-incRep

エクスポートされるアーカイブに、
関連するレポートを含めます。

-incCM

エクスポートされるアーカイブに、
関連する共通メタデータを含めま
す。

-incDS

エクスポートされるアーカイブに、
関連する IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage 資産を含めます。

-incRole

エクスポートされるアーカイブに、
InfoSphere FastTrack ロール割り当て
を含めます。

-incDep

エクスポートされるアーカイブに、
参照される資産のすべてのタイプを
含めます。

-includeCommonMetadata

-includeDataStageAssets

-includeProjectRoleAssignments

-includeDependent
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注: 関連するレポート、共通メタデータ、または InfoSphere DataStage and
QualityStage 資産をアーカイブ・ファイルに含める場合、アーカイブ・ファイルをイ
ンポートするときに、組み込まれたメタデータの各タイプをコマンド・ラインに指
定する必要があります。指定しなければ、InfoSphere FastTrack 資産のみインポート
されます。

終了状況
資産をエクスポートすると、最低でも 1 つの項目が正常にエクスポートされれば、
アーカイブ・ファイルが作成されます。
終了状況 = 0
パッケージが正常にビルドされました。
0 より大きい値
エラーが発生しました。

InfoSphere FastTrack 資産の import コマンド
istool import コマンドを使用して、IBM InfoSphere FastTrack 資産を含んだアー
カイブ・ファイルをインポートします。このコマンドは、資産メタデータ・リポジ
トリーを別の場所に転送する場合に使用します。
FastTrack アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。
InfoSphere FastTrack がインストールされたクライアント層のコンピューターでコマ
ンドを実行する必要があります。
関連する IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 資産がアーカイブに含まれる
場合、それらの資産を編集する特権を持っている必要があります。関連する共通メ
タデータがアーカイブに含まれる場合、共通メタデータ・アドミニストレーター・
ロールを持っている必要があります。関連するレポートがアーカイブに含まれる場
合、レポートのオーナーであるか、スイート・アドミニストレーター・ロールを持
っている必要があります。
istool import -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-archive <filename>
[-preview|-replace]
-fasttrack ’[<fasttrack-import-options>]’

ここで、
<fasttrack-import-options>::=
[
[-onNameConflict [ ignore | replace | rename ] ] |
[-renameSuffix <suffix>]
[-dsNamespace <server[/project]>]
]

注: インポート・オプション (<fasttrack-import-options>) を指定しない場合で
も、-fasttrack または -ft オプションのあとに単一引用符 (') が 2 個必要です。
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コマンド・オプション
次のリストは、インポート・コマンド・オプションを示しています。
表 27. インポート・コマンド・オプション
ロング・ネーム

ショート・ネーム

値

説明

-onNameConflict

-nameconf

ignore | replace | rename 第 1 レベルの FT 資産 (FT プロジ
ェクトまたは FT プロジェクト・テ
ンプレート) の名前で競合が発生した
場合のアクションを指定します。デフ
ォルトは -ignore です。
ignore: ターゲットに同じ名前のプロ
ジェクトが既に存在する場合、イメー
ジをインポートしません。
replace: ターゲットに同じ名前のプロ
ジェクトが既に存在する場合、インポ
ートするイメージで置き換えます。タ
ーゲット・システムに存在する資産
は、インポートの前にドロップされ、
アーカイブの中の資産がインポートさ
れます。
rename: ターゲットに同じ名前のプロ
ジェクトが既に存在する場合、別名割
り当てのメカニズムを使用して、イン
ポートされる新規の資産を名前変更し
ます。

-renameSuffix

-rensuf

<suffix>

インポートされる各プロジェクト (名
前変更リストにある名前に一致するプ
ロジェクトを除く) の終わりに追加す
るストリング。デフォルトは _New
です。

-dsNamespace

-dsns

server [/project]

マッピング・コンポーネントのインポ
ート先の InfoSphere DataStage and
QualityStage サーバーの名前と、オプ
ションで、プロジェクトの名前。この
オプションは、インポートされるアー
カイブ・ファイルにマッピング・コン
ポーネントがある場合は必須です。

istool import コマンドに -fasttrack パラメーターを指定する場合、パラメーター
のあとにオプションを示すストリングを置く必要があります。以下に例を示しま
す。
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ft_archive1.isx
-fasttrack ’-dsNamespace=EVEREST/DSProject’

必須のオプションがない場合も、空ストリングを指定する必要があります。例え
ば、次のようにします。
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import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ft_archive1.isx
-fasttrack ’’

複数タイプの資産のインポート
アーカイブ・ファイルに複数のタイプの資産が含まれている場合、アーカイブ・フ
ァイルをインポートするときに、組み込まれたメタデータの各タイプをコマンド・
ラインに指定する必要があります。指定しなければ、InfoSphere FastTrack 資産のみ
インポートされます。例えば、-includeDependent オプションを付けてアーカイブが
エクスポートされた場合、それには、関連するレポート、共通メタデータ、および
InfoSphere DataStage and QualityStage 資産が含まれている可能性があります。
インポートのパフォーマンスを最高にするには、アーカイブ・ファイルにエクスポ
ートされたメタデータのタイプごとに、別々に import コマンドを実行します。次の
順序でコマンドを実行します。
1. -cm オプションを付けて、共通メタデータをインポートします。
2. -ds オプションを付けて、InfoSphere DataStage and QualityStage 資産をインポー
トします。
3. -rep および -replace オプションを付けて、レポートをインポートします。
4. -fasttrack オプションを付けて、InfoSphere FastTrack 資産をインポートします。
注: アーカイブからレポート資産をインポートする場合は、-replace オプションを使
用する必要があります。アーカイブの中の他のタイプの資産に -replace オプション
を使用したくない場合は、別個のコマンドを使用して、レポートをインポートする
必要があります。-replace オプションを付けないで InfoSphere FastTrack 資産をイン
ポートし、その資産に関連するレポートを -replace オプションを付けてインポート
した場合、ターゲット環境の中で置換されていない資産のいくつかのレポートは正
確ではない可能性があります。レポートを確認し、必要であれば、新しい環境でレ
ポートを再度実行してください。
次の例で、ファイル ft_archive1.isx からエクスポートされた資産は、パフォーマン
スを最高にするための正しい順序でインポートされます。共通メタデータ資産、
InfoSphere DataStage and QualityStage 資産、および InfoSphere FastTrack 資産
は、-replace オプションを使用しないでインポートされます。レポート作成資産は、
必須の -replace オプションを付けてインポートされます。
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
-ds ’<import-options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
-replace -rep ’<import options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST
-fasttrack ’<import options>’

-ar ft_archive1.isx -cm
-ar ft_archive1.isx
-ar ft_archive1.isx
-ar ft_archive1.isx

InfoSphere FastTrack 資産のインポート・オプションには、-dsNamespace オプション
を含める必要があります。これは、InfoSphere DataStage and QualityStage 資産のイ
ンポート先のサーバーとプロジェクトを指定します。

終了状況
コマンドは次の終了値を返します。
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終了状況 = 0
パッケージが正常にビルドされました。
0 より大きい値
エラーが発生しました。
完了時にサマリー・レポートが出力されます。

InfoSphere Information Analyzer 資産
コマンド・ラインを使用して、IBM InfoSphere Information Analyzer プロジェクトと
分析資産をインポートおよびエクスポートでき、それらをメタデータ・リポジトリ
ーの間で移動できます。例えば、開発環境からテスト環境に移動できます。

InfoSphere Information Analyzer 資産の export コマンド
istool export コマンドを使用して、IBM InfoSphere Information Analyzer 資産の一
部またはすべてをアーカイブ・ファイルにエクスポートします。そのアーカイブ・
ファイルを使用して、資産を別の IBM InfoSphere Information Server インストール
にインポートできます。
プロジェクト・アドミニストレーター権限を持っている必要があります。
InfoSphere Information Analyzer がインストールされたクライアント層またはエンジ
ン層のコンピューターでコマンドを実行する必要があります。
istool export -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-archive <filename>
[-preview]
-ia ’[<ia-export-options>]’

ここで、
<ia-export-options>::=
-ia’{
[-includeAllDataClasses]*
[
[-projects]+
[-includeReports]*
[-includeCommonMetaData]*
[-includeProjectRoleAssignments]*
]
}’

例:
export -u admin -p admin100 -dom KILIMANJARO -ar ia_archive1.isx
-ia ’-projects="testProject1" -includeCommonMetadata’

エクスポート・コマンド・オプション
次のリストは、エクスポート・コマンド・オプションを示しています。これらのオ
プションは必須ではありません。
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表 28. エクスポート・コマンド・オプション
ロング・ネーム

-projects

-includeAllDataClasses

-includeCommonMetadata

-includeProjectRoleAssignments

-includeReports

ショート・ネー 説明
ム

-projects

エクスポートされるアーカイブに、
指定するプロジェクト名を含めま
す。複数のプロジェクト名は、名前
の間にスペースを入れて区切りま
す。すべてのプロジェクト名を指定
するには、アスタリスクを使用しま
す (-projects="*")。

-dataclass

エクスポートされるアーカイブに指
定されているプロジェクト名のすべ
てのデータ・クラスを含めます。

-inccm

エクスポートされるアーカイブに指
定されているプロジェクト名のすべ
ての共通メタデータを含めます。

-incroles

エクスポートされるアーカイブに指
定されているプロジェクト名のすべ
てのプロジェクト・ロール割り当て
を含めます。

-incrpt

エクスポートされるアーカイブに指
定されているプロジェクト名のレポ
ートを含めます。

注: レポートまたは共通メタデータ資産をアーカイブ・ファイルに含める場合、ア
ーカイブ・ファイルをインポートするときに、組み込まれたメタデータの各タイプ
をコマンド・ラインに指定する必要があります。指定しなければ、InfoSphere
Information Analyzer 資産のみインポートされます。

終了状況
資産をエクスポートすると、最低でも 1 つの項目が正常にエクスポートされれば、
アーカイブ・ファイルが作成されます。
終了状況 = 0
パッケージが正常にビルドされました。
0 より大きい値
エラーが発生しました。
注: istool コマンドを使用してエクスポートされた資産のアーカイブ・ファイルは、
istool コマンド・ラインを使用してのみインポートできます。

InfoSphere Information Analyzer 資産の import コマンド
istool import コマンドを使用して、istool export 機能によって作成された資産の
アーカイブ・ファイルをインポートします。
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IBM InfoSphere Information Analyzer 資産をインポートするには、プロジェクト・ア
ドミニストレーター権限を持っている必要があります。関連する共通メタデータを
インポートするには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持ってい
る必要があります。
InfoSphere Information Analyzer がインストールされたクライアント層またはエンジ
ン層のコンピューターでコマンドを実行する必要があります。
istool import -domain <domain>[:<port>]
-username <username>
-password <password>
-archive <archive_name>
[-preview | -replace]
-ia’{
[-onNameConflict < ignore | replace | rename >]+
[-renameSuffix <is_New>]
}’

コマンド・オプション
次のリストは、インポートのコマンド・オプションを示しています。これらのオプ
ションは必須ではありません。
表 29. インポート・コマンド・オプション
ロング・ネーム

ショート・ネー 説明
ム
InfoSphere Information Analyzer プロ
ジェクトの名前で競合が発生した場
合のアクションを指定します。デフ
ォルトのアクションでは、競合を無
視します。
ignore

ターゲットに同じ名前のプ
ロジェクトが既に存在する
場合、イメージはインポー
トされません。

replace ターゲットに同じ名前のプ
ロジェクトが既に存在する
場合、ターゲットをインポ
ートされるイメージで置き
換えます。

-onNameConflict
[ignore / replace / rename]

-nameConf

rename ターゲットに同じ名前のプ
ロジェクトが既に存在する
場合、インポートされる新
規の資産を名前変更しま
す。
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表 29. インポート・コマンド・オプション (続き)

-renameSuffix
[<value>_New]

-renSuf

名前の競合が発生した場合に使用す
る接尾部を指定します。例えば、
Customer_Data という名前のプロジ
ェクトのインポートで、ターゲッ
ト・システムに既に Customer_Data
という名前のプロジェクトが存在す
る場合、インポートされる新規プロ
ジェクトは Customer_Data_New と
いう名前に変更されます。

istool import (または istool export) コマンドに -ia パラメーターを指定する場
合、パラメーターのあとにオプションを示すストリングを置く必要があります。必
須のオプションがない場合も、空ストリングを指定する必要があります。例:
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -ia ’’

複数タイプの資産のインポート
アーカイブ・ファイルに複数のタイプの資産が含まれている場合、アーカイブ・フ
ァイルをインポートするときに、組み込まれたメタデータの各タイプをコマンド・
ラインに指定する必要があります。指定しなければ、InfoSphere Information
Analyzer 資産のみインポートされます。例えば、-includeCommonMetadata オプショ
ンと -includeReports オプションを付けてアーカイブがエクスポートされた場合、そ
のアーカイブをインポートするときに、-ia オプションに加えて、-cm オプションと
-rep オプションを指定する必要があります。
注: アーカイブからレポート資産をインポートする場合は、-replace オプションを使
用する必要があります。アーカイブの中の他のタイプの資産に -replace オプション
を使用したくない場合は、別個のコマンドを使用して、レポートをインポートする
必要があります。-replace オプションを付けないで InfoSphere Information Analyzer
資産をインポートし、その資産に関連するレポートを -replace オプションを付けて
インポートした場合、ターゲット環境の中で置換されていない資産のいくつかのレ
ポートは正確ではない可能性があります。レポートを確認し、必要であれば、新し
い環境でレポートを再度実行してください。
次の例では、最初のコマンドは、-replace オプションを付けないで、InfoSphere
Information Analyzer 資産と共通メタデータ資産をファイル ia_archive1.isx からイン
ポートします。一方、2 番目のコマンドは、必須の -replace オプションを使用し
て、同じアーカイブ・ファイルからレポート作成資産をインポートします。
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -ia ’’ -cm
’<import options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx -replace -rep
’<import options>’

InfoSphere DataStage and QualityStage 資産
これらの資産は、プロジェクトの中で作成されます。これには、ジョブ、表定義、
ルール・セット、およびその他のプロジェクト資産が含まれます。
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次の 2 つの異なる方式を使用して、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 資
産を交換できます。
v IBM InfoSphere Information Server Manager のグラフィック・インターフェース
を使用して、資産のパッケージを定義できます。そのあと、build package コマン
ドおよび deploy package コマンドを使用して、そのパッケージをビルドし、それ
を別のプロジェクトまたはサービス層にデプロイできます。パッケージは、
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーの中に保持されるオブジ
ェクトで、リポジトリーへのアクセス権限を持つユーザーが再ビルドまたはデプ
ロイできます。パッケージを定義したあと、パッケージに含まれる資産に変更が
あった場合はいつでもパッケージを再ビルドし、再デプロイできます。履歴が保
守されており、それを利用してパッケージのトラッキングを行うことができま
す。
v istool export コマンドを使用して、リストされた指定の DataStage 資産をアーカ
イブ・ファイルにエクスポートできます。そのあと、istool import コマンドを使
用して、資産を別のプロジェクトやドメインにインポートできます。アーカイブ
に含まれるオブジェクトに変更があれば、そのオブジェクトを新規のアーカイブ
に再度エクスポートするか、既存のアーカイブ・ファイルを更新できます。アー
カイブは特定のユーザーが作成し、そのユーザーに属します。そして、そのファ
イルを物理的に配布することによってのみ共有できます。
パッケージとデプロイの方式は、開発システム、テスト・システム、および実動シ
ステムの間で資産を繰り返し移動する、プロダクトのライフサイクル・シナリオに
適しています。アーカイブ・ファイル方式は、資産の共有や資産のバックアップの
シナリオに適しています。
InfoSphere Information Server Manager を使用して、エクスポートする資産の名前を
識別し、そのあと、それらの名前を istool コマンドに含めるために取り込むことが
できます。

build package コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、IBM InfoSphere
Information Server Manager の中で定義された IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage 資産のパッケージをビルドできます。

目的
istool build package コマンドを使用して、デプロイ可能なパッケージをビルドしま
す。最初に、パッケージに入れる資産、ビルド・パス、およびデプロイ・パスの指
定を含めて、InfoSphere Information Server Manager の中でパッケージを定義する必
要があります。クラスタリング環境では、各クラスター・ノードからアクセス可能
な共有ディレクトリーへのビルド・パスとデプロイ・パスを設定します。指定した
パッケージは、メタデータ・リポジトリーの中に存在します。
パッケージをビルドするには、パッケージ内の資産の編集許可を持つ InfoSphere
DataStage and QualityStage ロールを持っている必要があります。

コマンド構文
istool build package
authentication options
[generic options]
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-package package
[ -label "buildlabel" ]
[ -comment "comment" ]
[ -overwrite ]
[ -preview ]

コマンド・オプション
authentication options
InfoSphere Information Server の特定のインストール済み環境に接続するには、
認証オプションを使用します。
generic options
コマンド構文でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指
定するには、汎用オプションを使用します。
-package name または -pkg name
メタデータ・リポジトリーの中の既存のデプロイメント・パッケージ定義の名前
を指定します。
-comment "comment_text" または -c "comment_text"
デプロイメント・パッケージ情報にコメントを追加します。
-preview または -pre
パッケージをビルドせずに、ビルド・オペレーションをプレビューする場合に、
このオプションを指定します。
-label "label_text" または -l "label_text"
ビルドのラベルを指定します。ラベルを使用して、デプロイメント・パッケージ
のさまざまなビルドをバージョン管理できます。
-overwrite または -o
既存のデプロイメント・パッケージを再ビルドします。このオプションは、パッ
ケージからすべての履歴を削除します。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。終了コードの
リストは、コマンド・ヘルプに表示されています。build package コマンドの有効
な終了コードのリストを表示するには、istool build package -help を入力しま
す。

エラー処理
デプロイメント・パッケージをビルドするとき、少なくとも 1 つのオブジェクトが
正常にビルドされると、デプロイメント・パッケージ・ファイルが作成されます。1
つ以上のオブジェクトがビルドに失敗すると、コマンドはゼロ以外の終了コードで
完了します。

例
次の例は、パッケージの 2 つのバージョンをビルドする方法を示しています。
1. InfoSphere Information Server Manager を使用して、tabledef1.tbd を含める
DeployPackage1 という名前のパッケージを定義します。
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2. パッケージ DeployPackage1 をビルドし、「my first package」というコメントを
ビルドに追加し、そのビルドに「version 1.1」というラベルを付けます。
istool build package –domain myhost:9080
-username user1 -password pass1 -package DeployPackage1
-label "version 1.1" –comment "my first package"

3. デザイナー・クライアントで tabledef1.tbd を変更します。例えば、行を追加
します。
4. 同じパッケージを再ビルドし、ラベル「version 1.2」を追加し、コメント「table
def changes」を追加します。
istool build package –domain myhost:9080
-username user1 -password pass1 -package DeployPackage1
-label "version 1.2" –comment "table def changes"

InfoSphere Information Server Manager で DeployPackage1 を開くと、「履歴」タブ
に、version 1.1 と version 1.2 の 2 つのビルドが表示されます。deploy package
コマンドを使用し、-label オプションを指定して、tabledef1.tbd の version 1.1
または version 1.2 をデプロイできます。

deploy package コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、以前にビルドし
た、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 資産のパッケージをデプロイできま
す。

目的
istool deploy package コマンドは、パッケージの内容を IBM InfoSphere
Information Server のターゲット・メタデータ・リポジトリーにコピーします。最初
に、パッケージに入れる資産、ビルド・パス、およびデプロイ・パスの指定を含め
て、InfoSphere Information Server Manager の中でパッケージを定義する必要があり
ます。クラスタリング環境では、各クラスター・ノードからアクセス可能な共有デ
ィレクトリーへのビルド・パスとデプロイ・パスを設定します。パッケージは、
istool build package コマンドを使用してビルドされます。
パッケージをデプロイするには、ターゲット・プロジェクト内の資産の編集許可を
持つ InfoSphere DataStage and QualityStage ロールを持っている必要があります。

コマンド構文
istool deploy package
authentication options
[generic options]
[-package package |-file deployfile | -localfile deployfile]
[-label "buildlabel"]
[-preview]
-datastage ’[-replace] server/project’

コマンド・オプション
authentication options
InfoSphere Information Server の特定のインストール済み環境に接続するには、
認証オプションを使用します。
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generic options
コマンド構文でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指
定するには、汎用オプションを使用します。
-package name または -pkg name
メタデータ・リポジトリーの中の既存のデプロイメント・パッケージ定義の名前
を指定します。パッケージは既にビルドされている必要がありま
す。-package、-file、および -localfile オプションは、同時には使用できません。
-file name または -f name
ターゲット・システムのデプロイメント・パッケージ・ファイル名を指定しま
す。指定するファイル名は、ターゲット・システムのデプロイ・ディレクトリー
からの相対ファイル名でなければなりません。このオプションは、別のコンピュ
ーター上でパッケージされた資産をデプロイする場合に使用します。最初に、パ
ッケージ・ファイルを、ソース・システムのビルド・ディレクトリーからターゲ
ット・システムのデプロイ・ディレクトリーに転送する必要がありま
す。-package、-file、および -localfile オプションは、同時には使用できません。
-localfile name または -lf name
クライアントのローカル・ファイル・システム上のデプロイメント・パッケー
ジ・ファイルの完全修飾名を指定します。-package、-file、および -localfile オプ
ションは、同時には使用できません。
-label "label_text" または -lab "label_text"
デプロイするパッケージのビルドのラベルを指定します。
-preview または -pre
リポジトリーを変更せずに、コマンドのアクションをプレビューする場合に、こ
のオプションを指定します。
-datastage 'server/project' または -ds 'server/project'
ターゲットのサーバーおよびプロジェクトに InfoSphere DataStage and
QualityStage 資産がデプロイされることを指定します。
-replace または -repl
デプロイメント・パッケージの中の資産は、ターゲット・プロジェクトの中で同
じ ID を持つ既存の資産を置き換えることを指定します。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。終了コードの
リストは、コマンド・ヘルプに表示されています。deploy package コマンドの有効
な終了コードのリストを表示するには、istool deploy package -help を入力しま
す。

エラー処理
パッケージのデプロイでは、デプロイメント・パッケージ全体が処理されるまで操
作は続行されます。できるだけ多くのオブジェクトがインポートされます。1 つ以
上のオブジェクトがプロジェクトへのデプロイに失敗すれば、ゼロ以外の終了状況
が返されます。
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例
次のコマンドは、localpackage という名前の既存のパッケージを、myProject という
名前のターゲット・プロジェクトにデプロイします。ターゲット・プロジェクトは
同じコンピューター上にあります。ターゲット・プロジェクトに同じ名前の資産が
あれば、デプロイメント・パッケージからの資産と置き換えられます。
istool deploy package –domain myserver:9080
-username user1 -password pass1
-package localpackage
-datastage ’-replace sliver/myProject’

次のコマンドは、別のコンピューター上で作成された remotePackage という名前の
パッケージをデプロイします。パッケージ・ファイルは、ターゲット・コンピュー
ター上のデプロイ・ディレクトリーに既にコピーされています。パッケージは、フ
ァイルから、OtherProject という名前のプロジェクトにデプロイされます。
istool deploy package –domain myserver:9080
-username user1 -password pass1
-file remotePackage.pkg
-datastage ’slice/OtherProject’

send package コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、パッケージ・ファ
イルをローカル・クライアント・コンピューターに送信できます。

目的
send package コマンドは、デプロイメント・パッケージを、メタデータ・リポジト
リーからローカル・クライアント・コンピューター上のファイルに送信しま
す。-localfile オプションを付けた deploy package コマンドを使用して、ローカ
ル・クライアント・コンピューターからパッケージをデプロイできます。
最初に、パッケージに入れる資産、ビルド・パス、およびデプロイ・パスの指定を
含めて、InfoSphere Information Server Manager の中でパッケージを定義する必要が
あります。クラスタリング環境では、各クラスター・ノードからアクセス可能な共
有ディレクトリーへのビルド・パスとデプロイ・パスを設定します。パッケージ
は、istool build package コマンドを使用してビルドされます。

コマンド構文
istool send package
authentication options
[generic options]
-package package
-file deployfile
[-replace]

コマンド・オプション
authentication options
InfoSphere Information Server の特定のインストール済み環境に接続するには、
認証オプションを使用します。
generic options
コマンド構文でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指
定するには、汎用オプションを使用します。
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-package name または -pkg name
メタデータ・リポジトリーの中の既存のデプロイメント・パッケージ定義の名前
を指定します。パッケージは既にビルドされている必要があります。
-file name または -f name
デプロイメント・パッケージの送信先の、クライアント・コンピューターのロー
カル・ファイル・システム上のファイルの完全修飾名を指定します。
-replace
コンピューター上にファイルが存在する場合は、それを置き換えます。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。終了コードの
リストは、コマンド・ヘルプに表示されています。send package コマンドの有効な
終了コードのリストを表示するには、istool send package -help を入力します。

例
次のコマンドは、デプロイメント・パッケージ package1 を、sliver という名前のシ
ステムから、ローカル・ファイル・システムのフォルダー c:¥package dir にあるフ
ァイル package1.pkg に送信します。
istool send package –domain sliver:9080
-username user1 -password pass1
-package package1
-file "c:¥package dir¥package1.pkg"
-replace

InfoSphere DataStage and QualityStage 資産の export コマン
ド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、資産をアーカイ
ブ・ファイルにエクスポートできます。アーカイブ・ファイルのデフォルトの拡張
子は .isx です。

目的
istool export コマンドに DataStage コマンド・オプションを使用して、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage 資産をローカル・ファイル・システム上のア
ーカイブ・ファイルにエクスポートします。そのあと、DataStage コマンド・オプシ
ョンを付けた istool import コマンドを使用して、エクスポートした資産を別の IBM
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーに復元できます。
エクスポートする資産の編集許可を持つ InfoSphere DataStage and QualityStage ロー
ルを持っている必要があります。

コマンド構文
istool export
authentication options
[generic options]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-preview ]
[-abortIfError=number_of_errors]
-datastage ’ [ -base="server[:port]/project"]
[-includedependent]
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[-nodesign]
[-includeexecutable]
"dsServer[:port]/project/folder/name.type" ’

コマンド・オプション
authentication options
InfoSphere Information Server の特定のインストール済み環境に接続するには、
認証オプションを使用します。
generic options
コマンド構文でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指
定するには、汎用オプションを使用します。
-archive "archive_pathname" または -ar "archive_pathname"
資産のエクスポート先のファイルのパス名を指定します。
-updatearchive または -up
アーカイブ・ファイルが存在する場合、それを更新することを指定します。(こ
のオプションを指定しなければ、上書きされます)
-preview または -pre
資産をエクスポートせずに、エクスポート処理をプレビューする場合に、このオ
プションを指定します。
-AbortIfError number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数のエラーが発生すると、エクスポートを停止することを指定します。
-datastage ' "server/project/folder/name.type" ' または -ds '
"server/project/folder/name.type" '
InfoSphere DataStage and QualityStage 資産をエクスポートすることを指定しま
す。エクスポート・ファイルに追加される資産を指定します ( 291 ページの
『InfoSphere DataStage and QualityStage 資産の資産パス』 を参照)。 InfoSphere
Information Server Manager から、資産名をコピーして貼り付けることができま
す。
-nodesign
エクスポートからデザイン・オブジェクトを除外します。-includeexecutable オ
プションと一緒に使用すると、実行時実行可能ファイルのみをエクスポートしま
す。
-includedependent または -incdep
従属資産を含めます。例えば、salesdata という名前の表定義を使用する myjob
という名前のジョブをエクスポートする場合、-includedependent を指定すれば、
ジョブがエクスポートされるときに自動的に表定義も含められます。
-includeexecutable または -incexe
実行時実行可能ファイルを含めます。資産によっては実行可能コンポーネントが
ないものもあります。このオプションを使用していて、エクスポートする資産に
実行可能コンポーネントがない場合、警告が生成されますが、結果としてエクス
ポートは失敗にはなりません。
-base "dsServer[:port]/project/[folder]"
オプションで -base 引数を使用して基本パスを指定することができます。そう
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すると、このパスが、指定するすべての資産パス名の前に付きます。例えば、
base オプションで dsServer/project を指定した場合、資産パスは
folder/name.type のみ指定します。
注: -includedependent を指定すると、アーカイブ・ファイルは共通メタデータ資産を
含めることができます。アーカイブ・ファイルをインポートするとき、コマンド・
ラインに -cm オプションを指定する必要があります。指定しなければ、共通メタデ
ータ資産はインポートされません。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。終了コードの
リストは、コマンド・ヘルプに表示されています。export コマンドの有効な終了コ
ードのリストを表示するには、istool export -help を入力します。

エラー処理
複数のオブジェクトをエクスポートしている場合、失敗によって操作が中断される
ことはありません。オブジェクトが 1 つでも正常にエクスポートされれば、アーカ
イブ・ファイルは作成されます。オブジェクトが 1 つもエクスポートされなけれ
ば、アーカイブ・ファイルは作成されません。1 つ以上のオブジェクトをエクスポ
ートできなければ、終了状況は、エラーを報告します。

例
次のコマンドは、ajob という名前のパラレル・ジョブを、sliver という名前のコン
ピューター上の proj という名前のプロジェクトからエクスポートします。ジョブ
は、Jobs フォルダーの Mine サブフォルダーの中にあります。また、このコマンド
は、serv2 という名前のコンピューター上の anotherProj という名前のプロジェクト
の中にある、folder2 とそのサブフォルダーの中のすべてのサーバー・ジョブをエク
スポートします。この InfoSphere Information Server システムの中で、sliver と
serv2 の両方は、同じドメイン (sliver:9080) に属します。すべての資産は、アーカ
イブ・ファイル C:¥arc.isx に書き込まれます。
istool export –domain sliver:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:¥arc.isx" -datastage ’ "sliver:5000/Proj/Jobs/Mine/ajob.pjb"
"serv2/anotherProj/folder2/*/*.sjb" ’

次のコマンドは、tabledefinitions という名前のフォルダー内のすべての資産と、Jobs
フォルダーの Pivotal サブフォルダー内のすべてのパラレル・ジョブをエクスポー
トします。これらのフォルダーはすべて、serv2 という名前のコンピューター上の
anotherProj という名前のプロジェクトに属します。-updatearchive オプションが指定
されています。したがって、指定されたアーカイブ・ファイル C:¥arc.isx が存在す
ると、資産はアーカイブ・ファイルに追加されます。-includedependent オプション
が指定されているため、表定義に関連する共有表があれば、それもエクスポートさ
れます。
istool export -domain sliver:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:¥arc.isx" -updatearchive -datastage ’-base="serv2/anotherProj"
"tabledefinitions/*.tbd" "Jobs/Pivotal/*.pjb" -includedependent’

次の例は、Jobs フォルダー内のパラレル・ジョブのジョブ実行可能ファイルのみを
エクスポートします。フォルダーは、sliver という名前のコンピューター上の dstage
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という名前のプロジェクトに属します。デザイン時資産はエクスポートされませ
ん。ジョブ実行可能ファイルは、アーカイブ・ファイル c:¥runtime.isx に書き込
まれます。
istool export -domain sliver:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:¥runtime.isx" -ds ’-nodesign -includeexecutable
"sliver:5000/dstage/Jobs/*.pjb" ’

InfoSphere DataStage and QualityStage 資産の資産パス
コマンド・ラインに資産のパスを指定することで、特定の資産をアーカイブ・ファ
イルにエクスポートできます。

資産パス
エクスポートする資産は、パス名で識別されます。資産パスは、エクスポートする
資産を識別する完全修飾パスです。パスのフォーマットは次のとおりです。
engine_host[:portnumber]/project/folder[/folder...]/asset.type

資産パスは次のエレメントから成ります。
v engine_host。エンジン層をホストするコンピューターの名前。
v port。オプションで、エンジン層との通信に使用されるポートを指定します。ポー
ト番号は、エンジン層がデフォルト以外のポート番号を使用する場合に限り必要
です。(デフォルト・ポート番号は 31538 です。)
v project。資産を含んだプロジェクト。
v folder[/folder...]。資産を含んだフォルダー構造。
v asset.type。資産の名前と、資産のタイプを指定する接尾部。

資産タイプ
資産タイプはタイプ接尾部によって識別されます。接尾部は大/小文字を区別しませ
ん。
表 30. 資産タイプ名
資産タイプ

タイプ接尾部

データ・エレメント

det

IMS データベース

idb

IMS ビューセット

ivs

メインフレーム・ジョブ

mjb

パラレル・ジョブ

pjb

ジョブ・シーケンス

qjb

サーバー・ジョブ

sjb

マシン・プロファイル

mcp

メインフレーム・ルーチン

mrt

パラレル・ルーチン

prt

サーバー・ルーチン

srt

パラレル共有コンテナー

psc

サーバー共有コンテナー

ssc

表定義

tbd
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表 30. 資産タイプ名 (続き)
資産タイプ

タイプ接尾部

変換処理

tfm

データ品質仕様

dqs

ステージ・タイプ

stp

データ接続

dcn

パラメーター・セット

pst

ワイルドカード文字
エレメント名にはワイルドカード文字のアスタリスク (*) を使用できます。アスタ
リスクのワイルドカード文字は、0 個以上の文字を表します。複数の資産を指定す
るために、ワイルドカード文字を使用できます。次の表は、ワイルドカード文字を
使用できる指定方法を示しています。
表 31. 資産パスでのワイルドカード文字の使用
場所
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例

説明

資産名の代 server/project/xfolder/*.pjb
わり

xfolder 内のすべてのパラレル・ジョブ

資産名の始 serve/project/xfolder/*job.pjb
め

xfolder 内の名前が「job」で終わるすべて
のパラレル・ジョブ

資産名の終 server/project/xfolder/job*.pjb
わり

xfolder 内の名前が「job」で始まるすべて
のパラレル・ジョブ

資産名の始 server/project/xfolder/*job*.pjb
めと終わり

xfolder 内の名前に「job」が含まれるすべ
てのパラレル・ジョブ

資産タイプ server/project/xfolder/xjob.*
の代わり

xfolder 内の名前が「xjob」のすべてのタイ
プの資産

資産名と資 server/project/xfolder/*.*
産タイプの
代わり

xfolder 内のすべてのエクスポート可能な資
産

再帰的一致 server/project/xfolder/*/*.*
のフォルダ
ーの代わり
server/project/*/*.*

xfolder 内のすべてのエクスポート可能な
資産とそのサブフォルダー (再帰的)
指定されたプロジェクト (再帰的) 内の
すべてのエクスポート可能な資産

server/project/xfolder/*/xjob.pjb

xfolder とそのサブフォルダー (再帰的)
内の名前が「xjob」のすべての
パラレル・ジョブ

server/project/xfolder/*/job*.pjb

xfolder とそのサブフォルダー (再帰的)
内の名前が「job」で始まるすべての
パラレル・ジョブ

資産パスでの特殊文字の使用
資産パスに、istool コマンド・ライン構文と競合する文字が含まれる場合、そのよう
な文字は特殊文字を使用してエスケープする必要があります。istool コマンドはエス
ケープ文字として円記号 (¥) を使用します。これらの特殊文字の 1 つの前に円記号
(¥) を置くと、istool がその文字を扱う方法が変わります。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage では、資産名の中でアンダースコアー
(_) 以外の非英数字を使用できません。唯一の例外はフォルダー名とマシン・プロフ
ァイルで、そこでは単一引用符 (')、二重引用符 (")、またはアスタリスク (*) 文字
を使用できますが、これらの文字を資産ストリングの中で使用する場合は、円記号
(¥) を前に置く必要があります。次の表は、特別な処置が必要な文字の入力方法を示
しています。
UNIX コンピューター上で、コマンド・モードで istool CLI を使用する場合、特別
な処理を行う必要があります。UNIX でコマンド・モードを使用する場合、資産パ
スは、最初に、UNIX シェルによって処理されます。単一引用符 (') は、UNIX シ
ェルでは特別な意味を持っており、単一引用符を円記号 (¥) を使用してエスケープ
することはできません。単一引用符を含んだ資産パスを指定するには、単一引用符
モードを切り替え、二重引用符 (") を使用して、資産パス内の単一引用符を UNIX
シェルが解釈しないようにする必要があります。資産パス内に単一引用符がある場
合、その前にもう 1 つ単一引用符を追加して、単一引用符モードから抜け出しま
す。資産パス内の単一引用符は二重引用符で囲みます ("'")。資産パスの残りの部分
に対しては、もう 1 つ単一引用符を挿入して、単一引用符モードに戻ります。例え
ば、コマンド istool export ... -ds '"server/project/x'folder/xjob.pjb"' を
指定するには、UNIX コマンド・プロンプトで、実際には次のコマンドを入力する
ことになります。
istool export ... -ds ’"server/project/x’"’"’folder/xjob.pjb"’

表 32. 資産パスでの特殊文字の使用
文字

構文

例

二重引用符 (")

\"

istool export .... –ds '"server/project/x¥"folder/xjob.pjb" '

単一引用符 (')

\'

Windows

v istool export .... -ds '"server/project/x¥'folder/xjob.pjb"'
UNIX

Linux

v コマンド・モード:
istool export .... -ds '"server/project/x'"'"'folder/xjob.pjb"'
v コンソールおよびスクリプト・モード:
istool export .... -ds '"server/project/x¥'folder/xjob.pjb"'
アスタリスク
(*)

\*

istool export .... –ds '"server/project/x¥*folder/xjob.pjb" '
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InfoSphere Information Server Manager からの資産名の取得
IBM InfoSphere Information Server Manager を使用して、アーカイブに追加する
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 資産を識別し、これらの資産の名前を取
得できます。
1 つの操作で複数の資産名を取り出すことができます。あるいは、一度に 1 つの資
産名を取り出すことができます。
1 つの操作で複数の資産名を取り出すには、次のようにします。
1. InfoSphere Information Server Manager のリポジトリー・ビューで、CTRL を押
したまま資産をクリックして、複数の資産を選択します。
2. 右クリックし、ポップアップ・メニューから「コピー」を選択します。
3. テキスト・エディター・プログラムで、右クリックし、ポップアップ・メニュー
から「貼り付け」を選択します。
資産のフルテキスト・パスが文書に挿入されます。リポジトリー・ビューでいくつ
かのジョブ・アイコンを選択すると、例えば次のようなストリングが文書に追加さ
れることになります。
SPARK/aTestProject/Jobs/Folder1/Job3.pjb SPARK/aTestProject/Jobs/Job2.sjb

一度に 1 つの資産名を取り出すには、次のようにします。
1. InfoSphere Information Server Manager のリポジトリー・ビューで、資産をクリ
ックして選択します。
2. リポジトリー・ビューで右クリックし、ポップアップ・メニューから「プロパテ
ィーの表示」を選択します。
3. プロパティー・ビューで資産の名前を選択します。
4. 右クリックし、ポップアップ・メニューから「コピー」を選択します。
5. テキスト・エディター・プログラムで、右クリックし、ポップアップ・メニュー
から「貼り付け」を選択します。
エクスポートする資産の名前を文書に集めたあと、そこから名前をコピーし、コマ
ンド・ライン・プロンプトまたは作成しているスクリプトに貼り付けることができ
ます。

InfoSphere DataStage and QualityStage 資産の import コマン
ド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、以前にエクスポー
トしたアーカイブ・ファイルから資産をインポートできます。

目的
istool import コマンドに DataStage コマンド・オプションを使用して、アーカイ
ブ・ファイルから IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 資産を IBM
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーにインポートできます。
このコマンドは、export コマンドの逆のコマンドです。
InfoSphere DataStage and QualityStage 資産をインポートするには、ターゲット・プ
ロジェクト内の資産の編集許可を持つロールを持っている必要があります。関連す
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る共通メタデータ資産をインポートに含めるには、共通メタデータ・アドミニスト
レーター・ロールを持っている必要があります。

コマンド構文
istool import
authentication options
[generic options]
-archive pathname
[-preview|-replace]
[-abortAfter=number_of_errors]
-datastage ’[-nodesign]"Server/project" ’

コマンド・オプション
authentication options
すべての資産交換コマンドは、InfoSphere Information Server の特定のインスト
ール済み環境に接続するために、認証オプションを使用します。
generic options
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用オプションを使用します。
-archive "asset_pathname" または -ar "asset_pathname"
資産のインポート元のファイルのパス名を指定します。
-replace
同じ ID を持つ既存の資産をインポートされる資産と置き換える場合は、この
オプションを指定します。
-preview または -pre
リポジトリーを変更せずに、コマンドのアクションをプレビューする場合に、こ
のオプションを指定します。
-abortAfter number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数を超えるエラーが発生すると、インポートを停止することを指定しま
す。
-datastage ' "server/project' または -ds 'server/project" '
ターゲットのサーバーおよびプロジェクトに InfoSphere DataStage and
QualityStage 資産がインポートされることを指定します。
-nodesign
ジョブ実行可能ファイルのみで、ジョブ・デザインはインポートされないことを
指定します。

複数タイプの資産のインポート
アーカイブ・ファイルに複数のタイプの資産が含まれている場合、アーカイブ・フ
ァイルをインポートするときに、組み込まれたメタデータの各タイプをコマンド・
ラインに指定する必要があります。指定しなければ、InfoSphere DataStage and
QualityStage 資産のみインポートされます。例えば、-includedependent オプション
を付けてアーカイブがエクスポートされた場合、それには、共通メタデータ資産が
含まれている可能性があります。
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インポートのパフォーマンスを最高にするには、最初に共通メタデータ資産をイン
ポートし、次に、InfoSphere DataStage and QualityStage 資産をインポートするコマ
ンドを実行します。
次のコマンドは、正しい順序で、アーカイブ・ファイル arc.isx から資産をインポー
トします。共通メタデータ資産が最初にインポートされます。次に、InfoSphere
DataStage and QualityStage 資産が、サーバー slice 上のプロジェクト aProj にイン
ポートされます。
istool import –domain sliver.svl.ibm.com:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:¥arc.isx" -cm
istool import –domain sliver.svl.ibm.com:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:¥arc.isx" -datastage ’ "slice/aProj" ’

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。終了コードの
リストは、コマンド・ヘルプに表示されています。import コマンドの有効な終了コ
ードのリストを表示するには、istool import -help を入力します。

エラー処理
複数のオブジェクトが入ったアーカイブ・ファイルからインポートしている場合、1
つの失敗によって操作が中断されることはありません。1 つ以上のオブジェクトを
インポートできなければ、終了状況は、エラーを報告します。

例
次のコマンドは、ファイル arc.isx からの資産のインポートをプレビューします。資
産はインポートされません。ジョブ・デザインは含まれません。
istool import –domain sliver:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:¥arc.isx" -pre -datastage ’ -nodesign "slice/aProj" ’

プレビューのあと、-preview オプションを付けないでこのコマンドを繰り返し、
slice という名前のコンピューター上の aProj というプロジェクトに資産をインポー
トします。slice 上の InfoSphere Information Server エンジンは、サービス層の
sliver という名前のコンピューターに関連付けられています。
istool import –domain sliver.svl.ibm.com:9080
-username user1 -password pass1
-archive "c:¥arc.isx" -datastage ’ -nodesign "slice/aProj" ’

共通メタデータ資産
共通メタデータ資産は、実装されたデータ・リソース、ビジネス・インテリジェン
ス資産、カスタム属性定義、コントラクト・ライブラリー、論理データ・モデル資
産、物理データ・モデル資産など、スイート・ツールによって共有される資産で
す。これらの資産は、IBM InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリ
ーに格納されます。
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共通メタデータ資産のタイプとコマンド・ラインの ID ストリング
コマンド・ラインを使用して資産をエクスポート、照会、または削除するときに
は、共通メタデータ資産の ID ストリングを指定します。
以降のセクションでは、共通メタデータ資産と、コマンド・ラインで使用される ID
ストリングについて説明します。
v 実装されたデータ・リソース
v 物理データ・モデル資産
v ビジネス・インテリジェンス資産
v 論理データ・モデル資産
v カスタム属性定義
v 各種の共通メタデータ資産

実装されたデータ・リソース
IBM InfoSphere Information Server リポジトリーの間で、次の実装されたデータ・リ
ソース資産を交換できます。また、コマンド・ラインを使用して、資産を照会およ
び削除することもできます。
ホスト データベースまたはデータ・ファイルが存在するコンピューター。
データベース
データベース・スキーマとプロシージャーで編成されたリレーショナル・ス
トレージ・コレクション。データベースには、表で表されたデータが格納さ
れます。
データベース・スキーマ
関連するデータベース表と保全性制約の名前付きコレクション。スキーマ
で、データベース内のすべてのデータまたはデータのサブセットを定義しま
す。データベース・スキーマは、論理データ・モデルと物理データ・モデル
を実装できます。
データベース表
データベースでデータ・オブジェクトを表し、それを格納するための構造。
データベース表は、論理エンティティーまたは設計テーブルを実装できま
す。
ストアード・プロシージャー
データベース内のデータをリトリーブまたは操作するか、制約を適用するた
めに、そのデータベース内に定義され保管されたプロシージャー。保管され
たプロシージャーは、設計ストアード・プロシージャーを実装できます。
データ・ファイル
単一のファイルに保管されるフィールドの集合を表現する情報資産。この資
産は、順次ファイル (階層構造を持たないフラット・ファイル)、または複合
フラット・ファイル (階層構造を持つファイル) です。複合フラット・ファ
イルの例としては、COBOL コピーブックや XML ファイルなどがありま
す。データ・ファイルは、物理データ・モデルを実装できます。
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データ・ファイル構造
データ・ファイル内の関連フィールドの集合。データ・ファイル構造は、デ
ータベース表に相当するファイルです。データ・ファイル構造は、設計テー
ブルを実装できます。
データ項目定義
複合データ構造体の階層内で、ユーザー定義タイプおよび中間エレメントを
表す情報資産。例としては、COBOL 構造化フィールド、IDoc 構造の SAP
中間セグメント、XML タイプ構造などがあります。
データベース・ドメイン
データベース・スキーマに含まれるユーザー定義のデータ・タイプ。データ
ベース・ドメインは、設計ドメインと論理ドメインを実装できます。
ホストの下の資産は、階層的です。ホスト資産のインポートまたはエクスポートで
は、ホスト資産にのみ影響を及ぼします。含まれているオブジェクトは、別々に対
応する必要があります。他の資産のインポートまたはエクスポートでは、含まれて
いる資産は自動的にすべて含まれます。次のリストに示すように、資産は他の資産
を含みます。
v データベースは、データベースの中のすべてのスキーマを含みます。
v データベース・スキーマは、スキーマが含むすべてのサブスキーマ、ビュー、
表、ストアード・プロシージャー、および外部キーを含みます。
v データベース表は、データベース列を含みます。
v データ・ファイルは、データ・ファイル構造を含みます。
v データ・ファイル構造は、データ・ファイル・フィールドを含みます。
ID ストリングによって指定される資産を次の表に示します。
表 33. 実装されたデータ・リソースと ID ストリング
資産

コマンド・ラインの ID ストリング

ホスト

/host_name.hst

データベース

/host_name/database_name.db

データベース・
スキーマ

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*].sch

データベース表

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*]/table_name.tbl

ストアード・プ
ロシージャー

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*]/
stored_procedure_name.sp

データ・ファイ
ル

/host_name/datafile_path/datafile_name.fl

データ・ファイ
ル構造

host_name/datafile_path/datafile_name/dfstructure_name.dcl

データ項目定義

/data_item_def_qualifier/data_item_def_name.did

データベース・
ドメイン

/host_name/database_name/schema_name/[[/schema_name]*]/
data_item_def_qualifier/data_item_def_name.sdd

ID ストリングの中の資産名にスペース文字が含まれている場合、資産ストリングを
二重引用符 (") で囲む必要があります。
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物理データ・モデル資産
物理データ・モデルとは、情報資産の設計スキーマです。このスキーマは、サブジ
ェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係を定義
します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独立して
います。
IBM InfoSphere Information Server リポジトリーの間で、次の物理データ・モデル資
産を交換できます。
物理データ・モデル
サブジェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造およ
び関係を定義する、情報資産の設計スキーマ。物理データ・モデルは論理デ
ータ・モデルを実装でき、データベース・スキーマまたはデータ・ファイル
による実装が可能です。
設計テーブル
物理データ・モデル内でテーブル構造を表現する資産。設計テーブルは、設
計列、設計候補キー、および設計外部キーを定義します。設計テーブルは、
論理エンティティーを実装でき、データベース・テーブルまたはデータ・フ
ァイル構造による実装が可能です。
設計ストアード・プロシージャー
物理データ・モデル内でストアード・プロシージャー構造を表現する資産。
設計ストアード・プロシージャーは、設計ストアード・プロシージャー・パ
ラメーターも定義します。設計ストアード・プロシージャーは、ストアー
ド・プロシージャーによって実装できます。
物理ドメイン
複数の設計テーブルで再利用できる、ユーザー定義のデータ型またはグロー
バル属性。物理ドメインは論理ドメインを実装でき、データベース・ドメイ
ンによる実装が可能です。
ID ストリングによって特定された資産は、以下の表にリストされています。
表 34. 物理データ・モデルの資産と ID ストリング
資産

資産に含まれる資産 (資産と一緒に
削除される)

物理データ・
モデル

設計テーブル、設計ストアード・プ
ロシージャー、および物理ドメイン

/model_namespace/model_name.pm

設計テーブル

設計列、設計候補キー、および設計
外部キー

/model_namespace/model_name/
table_name.dtl

設計ストアー
ド・プロシー
ジャー

設計ストアード・プロシージャー・
パラメーター

/model_namespace/model_name/
procedure_name.dp

物理ドメイン

コマンド・ラインの ID ストリング

/model_namespace/model_name/
data_item_def_qualifier/
data_item_def_name.pdd
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ビジネス・インテリジェンス資産
ビジネス・インテリジェンス資産は、ビジネス・インテリジェンス・ツールから
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーにインポートされたオブジ
ェクトから構成されます。
IBM InfoSphere Information Server リポジトリーの間で、次のビジネス・インテリジ
ェンス資産を交換できます。また、コマンド・ラインを使用して、これらの資産を
照会および削除することもできます。
BI モデル
BI アプリケーションに関連する BI データ・コレクション・ビューをグル
ープ化したものです。
BI コレクション
データベースおよびファイルに保管されたデータのビューを提供するデータ
構造。次元モデリングでは、これらの構造はディメンション表およびファク
ト表として知られています。BI コレクションは、BI レポートのデータ・ソ
ースです。
キューブ
同じ次元数の一連の関連した分析値から成る BI モデルのサブセットです。
BI レポート
データベースまたは BI モデル内の情報に基づくビジネス・インテリジェン
ス・レポート。
BI レポート・セクション
データベースまたは BI モデルに対する照会で、その結果セットは BI レポ
ート・セクションに入れられます。
ID ストリングによって特定された資産は、以下の表にリストされています。
表 35. ビジネス・インテリジェンス資産と ID ストリング
資産
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資産に含まれる資産 (資産と一緒に
削除される)

コマンド・ラインの ID ストリング

BI モデル

ディメンション、コレクション、結
合、階層、およびキューブ

/model_namespace/model_name.oml

BI コレクショ
ン

メンバー、レベル、および階層

/model_namespace/model_name/
collection_namespace/collection_name/
[/collection_namespace/
collection_name]*.ocl

キューブ

ディメンションおよびメジャー

/model_namespace/model_name/
cube_namespace/cube_name.ocb

BI レポート

レポート照会およびレポート・レイ
アウト

/report_namespace/report_name.rdf

BI レポート・
セクション

照会項目

/report_namespace/report_name/
report_section_namespace/
report_section_name.rds

論理データ・モデル資産
論理データ・モデル資産は、関連したエンティティーのセット、および InfoSphere
Information Server メタデータ・リポジトリーにインポートされたビジネス・アソシ
エーションからなります。
IBM InfoSphere Information Server リポジトリーの間で、次の論理データ・モデル資
産を交換できます。
論理データ・モデル
ビジネス・ドメインに関連したデータ・オブジェクト、および実世界のアプ
リケーションにおけるこれらのオブジェクトのアソシエーションを管理する
規則または制約の論理表現。論理データ・モデルは、一連のエンティティー
と関係で構成されます。論理データ・モデルは、物理データ・モデルまたは
データベース・スキーマによって実装できます。
論理エンティティー
論理データ・モデル内でデータ構造を表現する資産。論理エンティティー
は、エンティティー属性、エンティティー・キー、およびエンティティー制
約を定義します。論理エンティティーは、設計テーブル、物理モデル、また
はデータベース表によって実装できます。
論理関係
2 つの論理エンティティー間のアソシエーションを定義する、一連のビジネ
ス・ルールを表現する資産。論理関係は、設計外部キー、およびデータベー
ス表の外部キーによって実装できます。
エンティティー汎化階層
論理エンティティーをサブタイプおよびスーパータイプに分類する、継承ア
ソシエーションを表現する資産。階層スーパータイプは、階層内でスーパー
タイプまたは親エンティティーに当たる論理エンティティーです。
論理ドメイン
複数の論理エンティティーで再利用できる、ユーザー定義のデータ型または
グローバル属性。論理ドメインは、物理ドメインおよびデータベース・ドメ
インによって実装できます。
サブジェクト・エリア
特定のビジネス・エリアを中心とした、関連のある論理エンティティーのグ
ループ。論理エンティティーを複数のサブジェクト・エリアに含めることに
よって、論理データ・モデル内にある他の論理エンティティーとの区別をよ
り明確にすることができます。サブジェクト・エリアは、サブジェクト・エ
リア・ダイアグラムでグラフィカルに表現できます。
ダイアグラム
論理データ・モデルまたはサブジェクト・エリアのグラフィカル表現。
ID ストリングによって特定された資産は、以下の表にリストされています。
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表 36. 論理データ・モデルの資産と ID ストリング
資産

資産に含まれる資産 (資産と一緒に
削除される)

論理データ・
モデル

ダイアグラム、サブジェクト・エリ
ア、論理エンティティー、論理関
係、エンティティー汎化階層、論理
ドメイン
注: 論理データ・モデルにサブモデ
ルを含めることもできます。

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*].lm

論理エンティ
ティー

エンティティー属性、エンティティ
ー・キー、エンティティー制約

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
entity_name.ent

論理関係

関係終了

/entity_model_namespace/
entity_model_name/
[[nested_model_name]*]/entity_name/
relationship_model_namespace/
relationship_model_name/
[[nested_model_name]*]/
relationship_name.rel

エンティティ
ー汎化階層

階層スーパータイプ、階層サブタイ
プ

/entity_model_namespace/
entity_model_name/
[[nested_model_name]*]/entity_name/
generalization_model_namespace/
generalization_model_name/
[[nested_model_name]*]/
generalization_name.gen

論理ドメイン

サブジェク
ト・エリア
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コマンド・ラインの ID ストリング

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
domain_name_qualifier/
domain_name.dom
サブジェクト・エリアには論理エン
ティティー、論理関係、およびエン
ティティー汎化階層を組み込むこと
ができますが、これらはサブジェク
ト・エリアの中には含まれません。
サブジェクト・エリアを削除して
も、これらのタイプの資産は削除さ
れません。サブジェクト・エリアに
はダイアグラムを含めることができ
ます。

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
subjectArea_name.sa

論理モデル・
ダイアグラム

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
diagram_name.ldg

サブジェク
ト・エリア・
ダイアグラム

/model_namespace/model_name/
[[nested_model_name]*]/
subject_area_name/diagram_name.sdg

カスタム属性定義
カスタム属性定義は、実装されたデータ・リソース、論理データ・リソース、拡張
データ・リソース、および拡張マッピングのプロパティーとして、InfoSphere
Metadata Workbench 内で作成されます。コマンド・ラインを使用したカスタム属性
定義のインポートとエクスポートについては、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27022191 を参照してください。

各種の共通メタデータ資産
IBM InfoSphere Information Server リポジトリーの間で、次の各種資産を交換できま
す。
データ接続
データベースまたはファイルにアクセスするための接続。例えば、ODBC
接続または Oracle 接続。
コントラクト・ライブラリー
InfoSphere DataStage XML ステージによるデータの変換のためにインポー
トされ、使用される関連 XML スキーマのグループ。
ID ストリングによって特定された資産は、以下の表にリストされています。
表 37. 各種の共通メタデータ資産および ID ストリング
資産

コマンド・ラインの ID ストリング

データ接続

/host_name/database_name/connection_name.dcn

データ・ファイ
ル接続

/host_name/datafile_path/datafile_name/connection_name.fcn

コントラクト・
ライブラリー

/contractlibrary_name.cl

ID ストリング内のワイルドカードと特殊文字
共通メタデータ資産の ID ストリングを指定する際に、ワイルドカードと特殊文字
を使用できます。
ID ストリングではワイルドカード文字のアスタリスク (*) および感嘆符 (!) を使用
することができます。アスタリスクのワイルドカード文字は、0 個以上の文字を表
します。感嘆符のワイルドカード文字は、厳密に 1 文字を表します。例え
ば、/ModelSpace/Model!.oml は、モデル Model1、Model2、Model5 を選択します
が、Model22 は選択しません。
ID ストリングのコンポーネントが、ワイルドカードを表すのではなく実際の名前の
一部としてアスタリスクまたは感嘆符を含む場合、そのアスタリスクまたは感嘆符
にはそれぞれ、2 個の円記号文字 (¥¥) を前に付ける必要があります。例えば、ホス
ト名が myhost でデータベース名が Data!base の場合、 ID ストリングは
/myhost/Data¥¥!base.db です。
ID ストリングのコンポーネントに、コンポーネント名の一部としてスラッシュ (/)
が含まれる場合、もう 1 つスラッシュ (/) を追加します。例えば、ホスト名が
myhost でデータベース名が data/base の場合、 ID ストリングは
/myhost/data//base.db です。
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ID ストリングのコンポーネントに、コンポーネント名の一部として円記号 (¥) が含
まれる場合は、さらに 2 つの円記号 (¥) 文字を追加します。例えば、ホスト名が
myhost で、データベース名が data¥base ならば、ID ストリングは
/myhost/data¥¥¥base.db です。
ID ストリングの最後が円記号文字 (¥) である場合は、さらに 2 つの円記号 (¥¥)
文字またはアスタリスク (*) 文字を追加します。例えば、BI モデルの ID ストリン
グが BI モデル名前空間、BI モデル名、および拡張子 .oml を含み、名前空間が
192.168.62.131¥Public Folders¥Executive Insight¥Overall¥Reports¥P1¥P1
2011-03-21T21:34:41.692Z¥、名前が P1 である場合は、エクスポートが失敗しない
ように、2 つの円記号文字を追加する必要があります。例: istool export -dom
is-server.ibm.com:9080 -username <userName> -password <pw> -archive
cognosAssets.isx -cm '/192.168.62.131¥¥Public Folders¥¥Executive
Insight¥¥Overall¥¥Reports¥¥P1¥¥P1 2011-03-21T21:34:41.692Z¥¥¥¥/P1.oml'
ID ストリング内の最後の ID コンポーネントについては、追加の円記号は不要で
す。例えば、Host¥: という名前のホスト・システムの ID ストリング
は、/Host¥¥.hst のように入力できます。

コマンド・ラインを使用した共通メタデータ資産のインポートとエ
クスポート
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーに格納されている共通メタ
データ資産をインポートおよびエクスポートできます。共通メタデータ資産は、実
装されたデータ・リソース、ビジネス・インテリジェンス資産、論理データ・モデ
ル資産、物理データ・モデル資産、カスタム属性定義、コントラクト・ライブラリ
ー資産などです。

共通メタデータ資産の export コマンド
-cm パラメーターを指定して istool export コマンドを使用することにより、ほとん
どのタイプの共通メタデータ資産をエクスポートできます。
-cm パラメーターまたは -commonmetadata パラメーターを使用して、次のタイプの
資産をエクスポートできます。
v 実装されたデータ・リソース
v ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産
v 物理データ・モデル資産
v データ接続
v コントラクト・ライブラリー
-cm パラメーターを使用してエクスポートできる資産の完全なリストについては、
『資産のタイプと ID ストリング』を参照してください。
論理データ・モデル資産をエクスポートする場合は、『論理データ・モデル資産の
export コマンド』を参照してください。
カスタム属性をエクスポートする場合は、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27022191 を参照してください。
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export はアーカイブ・ファイルを作成します。このファイルは、デフォルトで、接
尾部 .isx が付きます。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。

実装されたデータ・リソース資産、ビジネス・インテリジェンス資産、物理
データ・モデル資産、および各種共通メタデータ資産のコマンド構文
istool export
authentication parameters
[generic parameters]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
[-preview]
–commonmetadata ’[-base "path"] identity_string...
[-contactAssignmentOnly]
[-includeContactAssignment]
[-includeAnnotations]
[-includeDataConnection]
[-creationtoolonly]
’

注: コントラクト・ライブラリー資産をエクスポートする際に、次のパラメーター
を使用することはできません。
[-contactAssignmentOnly]
[-includeContactAssignment]
[-includeAnnotations]
[-includeDataConnection]
[-creationtoolonly]

パラメーター
authentication
すべての資産交換コマンドは、特定の IBM InfoSphere Information Server に接
続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-archive "path_name" または -ar "path_name"
資産のエクスポート先のファイルのパス名を指定します。
-updatearchive または -up
アーカイブ・ファイルが存在する場合、それを更新します (このオプションを指
定しなければ、上書きされます)。
-AbortIfError number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数のエラーが発生すると、エクスポートを停止します。
-preview または -pre
エクスポートをプレビューします。preview は、export が実行されたときにエク
スポートされる資産をリストします。
-commonmetadata identity_string または -cm identity_string
共通メタデータ資産をエクスポートすることを指定します。エクスポートする各
資産の ID ストリングを指定します。ID ストリングのフォーマットについて
は、『共通メタデータ資産のタイプとコマンド・ラインの ID ストリング』を
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参照してください。複数の ID ストリングを指定する場合は、ID ストリングと
関連オプションを単一引用符 (') で囲む必要があります。エクスポートするに
は、資産には、名前と完全な ID ストリングが必要です。
-contactAssignmentOnly または -caonly
資産そのものではなく、指定された資産に割り当てられた連絡先割り当てのみを
エクスポートします。連絡先は、データ・リソースに関連付けられた個人または
グループで、IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境でのユー
ザーの ID ではありません。ターゲット・システムにインポートされるとき、
連絡先割り当ては、連絡先の資産に再リンクされます。このパラメーターを
-includeAnnotations パラメーターと一緒に指定した場合は、連絡先の割り当てに
関連した注釈がエクスポートされ、コマンド内で URI によって示された共通モ
デル資産に関連した注釈はエクスポートされません。
-includeContactAssignment または -incca
エクスポートされる資産の連絡先情報を含めます。
-includeAnnotations または -incannot
エクスポートされる資産の注釈を含めます。このパラメーターを
-contactAssignmentOnly パラメーターと一緒に指定した場合は、連絡先の割り当
てに関連した注釈がエクスポートされ、コマンド内で URI によって示された共
通モデル資産に関連した注釈はエクスポートされません。
-includeDataConnection
エクスポートされるデータベース表、データ・ファイル、およびストアード・プ
ロシージャーに関連付けられたデータ接続を含めます。
-base "path"
基本パスを指定します。その場合このパスは、指定するすべての資産 ID スト
リングの接頭部となります。
-creationtoolonly または -ctonly
資産自体ではなく、指定された資産に関連した作成ツールのみをエクスポートし
ます。作成ツールは、メタデータ・リポジトリーに資産をインポートするために
使用される、ブリッジやブローカーなどのツールです。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。

例
次のコマンドは、schema1 という名前のデータベース・スキーマ内にあるすべての
表および関連した注釈を、ファイル myarchive.isx にエクスポートします。
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:¥myarchive.isx"
–commonmetadata ’/host1/db1/schema1/*.tbl
-includeAnnotations’

次のコマンドは、schema1 という名前のデータベース・スキーマ内にあるすべての
表に関連するすべての連絡先割り当てを、ファイル myarchive.isx にエクスポートし
ます。
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istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–cm ’/host1/db1/schema1/*.tbl
-contactAssignmentOnly’

次のコマンドは、指定されたホストをファイル myarchive.isx にエクスポートしま
す。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–cm ’/host1.hst /host2.hst’

次のコマンドは、/host1/db1/schema1 の基本パスを指定し、ファイル myarchive.isx
にエクスポートする表を指定するときに、その基本パスを使用します。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–cm ’-base "/host1/db1/schema1" tab1.tbl
tab2.tbl tab506.tbl ’

次のコマンドは、資産 ID ストリング '/report_namespace/*/report_query_namespace/
*.rds' によって識別されるレポートをエクスポートします。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–cm ’/report_namespace/*/report_query_namespace/*.rds’

次のコマンドは、-base オプションを使用して、エクスポートする資産を指定する資
産 ID ストリングの基本パスを指定します。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
-cm ’-base "/model_namespace/model_name/collection_namespace"
collection_name01.ocl collection_name02.ocl’

次のコマンドは、名前 physicalmodel1 と名前空間 namespace1 を持つ物理データ・
モデル内の設計テーブルすべてを、ファイル myarchive.isx にエクスポートします。
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:¥myarchive.isx"
–commonmetadata ’/namespace1/physicalmodel1/*.dtl'

次のコマンドは、名前 physicalmodel1 と名前空間 namespace1 を持つ物理データ・
モデル内の設計テーブル、および設計ストアード・プロシージャーすべてを、ファ
イル myarchive.isx にエクスポートします。
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:¥myarchive.isx"
–commonmetadata ’-base “/namespace1/physicalmodel1” *.dtl *.dp'

論理データ・モデル資産の export コマンド:
-lm パラメーターを指定した istool export コマンドを使用して、論理データ・モデ
ル資産をエクスポートできます。
エクスポートできる論理データ・モデル資産の完全なリストについては、 297 ペー
ジの『共通メタデータ資産のタイプとコマンド・ラインの ID ストリング』のトピ
ックを参照してください。
export はアーカイブ・ファイルを作成します。このファイルは、デフォルトで、接
尾部 .isx が付きます。
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共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。
論理データ・モデル資産のコマンド構文
istool export
authentication parameters
[generic parameters]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
[-preview]
–logicalmetadata ’[-base "path"] identity_string...
[-contactAssignmentOnly]
[-includeContactAssignment]
[-includeAnnotations]
[-creationtoolonly]

パラメーター
authentication
すべての資産交換コマンドは、特定の IBM InfoSphere Information Server に接
続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-archive "path_name" または -ar "path_name"
資産のエクスポート先のファイルのパス名を指定します。
-updatearchive または -up
アーカイブ・ファイルが存在する場合、それを更新します (このオプションを指
定しなければ、上書きされます)。
-AbortIfError number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数のエラーが発生すると、エクスポートを停止します。
-preview または -pre
エクスポートをプレビューします。preview は、export が実行されたときにエク
スポートされる資産をリストします。
-logicalmetadata identity_string または -lm identity_string
論理データ・モデル資産をエクスポートすることを指定します。エクスポートす
る各資産の ID ストリングを指定します。ID ストリングのフォーマットについ
ては、『共通メタデータ資産のタイプとコマンド・ラインの ID ストリング』
を参照してください。複数の ID ストリングを指定する場合は、ID ストリング
と関連オプションを単一引用符 (') で囲む必要があります。エクスポートするに
は、資産には、名前と完全な ID ストリングが必要です。
-contactAssignmentOnly または -caonly
資産そのものではなく、指定された資産に割り当てられた連絡先割り当てのみを
エクスポートします。連絡先は、データ・リソースに関連付けられた個人または
グループで、IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境でのユー
ザーの ID ではありません。ターゲット・システムにインポートされるとき、
連絡先割り当ては、連絡先の資産に再リンクされます。このパラメーターを
-includeAnnotations パラメーターと一緒に指定した場合は、連絡先の割り当てに
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関連した注釈がエクスポートされ、コマンド内で URI によって示された共通モ
デル資産に関連した注釈はエクスポートされません。
-includeContactAssignment または -incca
エクスポートされる資産の連絡先情報を含めます。
-includeAnnotations または -incannot
エクスポートされる資産の注釈を含めます。このパラメーターを
-contactAssignmentOnly パラメーターと一緒に指定した場合は、連絡先の割り当
てに関連した注釈がエクスポートされ、コマンド内で URI によって示された共
通モデル資産に関連した注釈はエクスポートされません。
-base "path"
基本パスを指定します。その場合このパスは、指定するすべての資産 ID スト
リングの接頭部となります。
-creationtoolonly または -ctonly
資産自体ではなく、指定された資産に関連した作成ツールのみをエクスポートし
ます。作成ツールは、メタデータ・リポジトリーに資産をインポートするために
使用される、ブリッジやブローカーなどのツールです。
終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。
例
次のコマンドは、名前空間 namespace1 内の model1 という名前の論理データ・モ
デルにある、すべてのエンティティーおよび関連した注釈をファイル myarchive.isx
にエクスポートします。
istool export –dom ABC:9080 –username user1 –password pass1
-archive "c:¥myarchive.isx"
–logicalmetadata ’/namespace1/model1.lm -includeAnnotations’

次のコマンドは、model1 という名前の論理データ・モデルにあるすべてのエンティ
ティーに関連した連絡先割り当てを、ファイル myarchive.isx にエクスポートしま
す。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–lm ’/*/model1.lm -contactAssignmentOnly’

次のコマンドは、指定された論理データ・モデルをファイル myarchive.isx にエクス
ポートします。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–lm ’/namespace1/model1.lm /namespace1/model1/nestedModel2.lm’

次のコマンドは、/namespace1/model1/nestedModel2 の基本パスを指定し、ファイル
myarchive.isx にエクスポートするエンティティーと論理ドメインを指定するとき
に、その基本パスを使用します。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–lm ’-base "/namespace1/model1/nestedModel2 " entity1.ent
nameQualifier/domain1.dom’
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次のコマンドは、資産 ID ストリング「/namespace1/model1/entity1/namespace1/
model1/relationship1.rel」によって識別される論理関係をエクスポートします。
istool export –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-ar "c:¥myarchive.isx"
–lm ’/namespace1/model1/entity1/namespace1/model1/relationship1.rel ’

共通メタデータ資産の import コマンド
-cm パラメーターを指定して istool import コマンドを使用することにより、ほとん
どのタイプの共通メタデータ資産をインポートできます。
-cm パラメーターまたは -commonmetadata パラメーターを使用して、次のタイプの
資産をインポートできます。
v 実装されたデータ・リソース
v ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産
v 物理データ・モデル資産
v データ接続
v コントラクト・ライブラリー
-cm パラメーターを使用してインポートできる資産の完全なリストについては、
297 ページの『共通メタデータ資産のタイプとコマンド・ラインの ID ストリン
グ』のトピックを参照してください。
論理データ・モデル資産をインポートする場合は、 311 ページの『論理データ・モ
デル資産の import コマンド』を参照してください。
カスタム属性をインポートする場合は、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27022191 を参照してください。
-replace パラメーターを指定していて、共通メタデータ資産がターゲット・メタデ
ータ・リポジトリーに存在する場合、インポートされた資産は既存の資産にマージ
されます。
.isx 拡張子が付いたアーカイブ・ファイルから資産をインポートします。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。

実装されたデータ・リソース資産、ビジネス・インテリジェンス資産、物理
データ・モデル資産、および各種共通メタデータ資産のコマンド構文
istool import
authentication parameters
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-archive "pathname"
[-preview | -replace]
–commonmetadata ’’

パラメーター
authentication
すべての資産交換コマンドは、特定の IBM InfoSphere Information Server に接
続するために、認証パラメーターを使用します。
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generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-AbortAfter number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数を超えるエラーが発生すると、インポートを停止することを指定しま
す。
-commonmetadata または -cm
共通メタデータ資産をインポートすることを指定します。このパラメーターのオ
プションはすべて、単一引用符で囲んで指定する必要があります。例えば、
–commonmetadata です。
-archive path_name または -ar path_name
以前に資産がエクスポートされたファイルのパス名を指定します。
-preview または -pre
インポートをプレビューします。preview は、import が実行されたときにインポ
ートされる資産をリストします。
-replace
既存の共通メタデータ資産を、インポートされた資産と置き換えます。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。

例
次のコマンドは、実装されたデータ・リソース (カスタム属性を含む) すべてをファ
イル customer.isx からインポートします。
istool import –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-archive "c:\customer.isx" –commonmetadata ’’

論理データ・モデル資産の import コマンド:
-lm パラメーターを指定した istool import コマンドを使用して、論理データ・モデ
ル資産をインポートできます。
エクスポートできる論理データ・モデル資産の完全なリストについては、 297 ペー
ジの『共通メタデータ資産のタイプとコマンド・ラインの ID ストリング』のトピ
ックを参照してください。
.isx 拡張子が付いたアーカイブ・ファイルから資産をインポートします。
共通メタデータ・アドミニストレーター・ロールを持っている必要があります。
論理データ・モデル資産のコマンド構文
istool import
authentication parameters
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-archive "pathname"
[-preview | -replace]
–logicalmetadata ’’
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パラメーター
authentication
すべての資産交換コマンドは、特定の IBM InfoSphere Information Server に接
続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-AbortAfter number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数を超えるエラーが発生すると、インポートを停止することを指定しま
す。
-logicalmetadata または -lm
論理データ・モデル資産をインポートすることを指定します。
-archive path_name または -ar path_name
以前に資産がエクスポートされたファイルのパス名を指定します。
-preview または -pre
インポートをプレビューします。preview は、import が実行されたときにインポ
ートされる資産をリストします。
-replace
既存の共通メタデータ資産を、インポートされた資産と置き換えます。
終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。
例
次のコマンドは、ファイル customer.isx からすべての論理データ・モデル資産をイ
ンポートします。
istool import –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1
-archive "c:\customer.isx" –logicalmetadata ''

次のコマンドは、ファイル customer.isx 内の資産をプレビューします。
istool import –dom ABC:9080 –u user1 –p pass1 -pre
-ar "c:\customer.isx" –lm ''

コマンド・ラインを使用した資産の照会と削除
コマンド・ラインを使用して、実装されたデータ・リソース、ビジネス・インテリ
ジェンス資産、物理データ・モデル資産、およびデータ接続を照会でき、メタデー
タ・リポジトリーからこれらを削除することもできます。また、InfoSphere Metadata
Asset Manager の「リポジトリー管理」タブを使用して、すべてのタイプの共通メタ
データ資産を照会したり、削除したりすることもできます。
資産を削除するために、削除する資産の ID ストリングを指定する必要がありま
す。ID ストリングには次のエレメントが含まれます。
v スラッシュ (/) で分離された、削除される資産を含んだ資産の名前の階層
v 資産の名前
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v 資産のファイル拡張子 (.tbl など)
例えば、データベース表の ID ストリングは、 /host_computer/database/schema/
table.tbl です。したがって、 A341K という名前のコンピューターにある Production
データベースの Sales スキーマの Customer 表の ID ストリングは、
/A341K/Production/Sales/Customer.tbl です。
コマンド・ラインを使用して複数の資産を削除する場合、最も効率的な方法は、
query コマンドを実行して結果をファイルに書き込むことです。そのあと、そのファ
イルを deletecm コマンドへの入力として指定します。照会結果ファイルには、リ
ストされた各資産の ID ストリングとリポジトリー ID (RID) が含まれます。ID ス
トリングと RID の両方とも、削除される資産のファイルを指定するときに必要で
す。照会を実行して RID を取得する必要があるため、ファイルを作成するために照
会を使用しなければなりません。
ID ストリングの中に必要な属性 (データベース名など) が入っていない資産が照会
結果に含まれる場合、ID ストリングの代わりに「無効 ID」が出力の中に書き込ま
れます。
照会結果ファイルから資産を削除できます。また、そのファイルに、各照会の RID
と ID ストリングの両方を含めている限り、別の照会から資産を追加できます。
リポジトリーに実装されたデータ・リソースが多数ある場合は、連続して照会を行
うと効率的なことがあります。例えば、最初に、リポジトリー内のすべてのスキー
マを検出する照会を実行し、次に、検出されたスキーマに対してのみ、削除するデ
ータベース表を持つ 2 番目の照会を実行することもできます。
少数の資産を削除する場合、コマンド・ラインで、ファイルを指定するのではな
く、各資産の ID ストリングを指定することもできます。コマンド・ラインに資産
の RID は指定しません。
次の方法で資産の ID ストリングを決定できます。
v コマンド・ラインで、資産を検索する照会を実行します。
v InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポジトリー管理」タブで、資産を参照
または検索し、「プロパティー」セクションでプロパティーを検討します。
v IBM InfoSphere Metadata Workbench で、「参照」タブでホストを参照して、デー
タベースとデータ・ファイルを検出します。検索または照会を行って BI 資産を
検出します。リストの中の資産名の上にカーソルを置くと、その資産に含まれる
資産の名前が表示されます。
v InfoSphere Business Glossary で、実装されたデータ・リソースまたは BI 資産の
タイプを検索します。結果の資産リストの中で、「コンテキスト」列に ID スト
リングのエレメントが表示されます。
削除操作で、識別された資産の 1 つを削除できなかった場合は、全体の削除操作が
ロールバックされます。

実装されたデータ・リソース
実装されたデータ・リソースは、データベースと、InfoSphere Information Server メ
タデータ・リポジトリーに保管されているデータ・ファイル・メタデータから構成
されます。
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IBM InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーから、次に示す実装さ
れたデータ・リソースを削除できます。
v ホスト
v データベース
v データベース・スキーマ
v データベース表
v ストアード・プロシージャー
v データ・ファイル
v データ・ファイル構造
v データ接続
v データ項目定義
次の表に、実装されたデータ・リソースを削除するときに削除される資産を示しま
す。
表 38. 実装されたデータ・リソースとそれに含まれる資産
資産

資産に含まれる資産 (資産と一緒に削除される)

ホスト

データ接続、データベース、およびデータ・ファイル。一部の
ホストは、InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニスト
レーター からのプロジェクトおよびジョブも含むことができま
す。ホストにデータベース、データ・ファイル、コネクター、
およびジョブ資産が含まれていない場合に限り、ホストを削除
できます。

データベース

データベース・スキーマ

データベース・スキーマ

スキーマが含むすべてのサブスキーマ、ビュー、表、ストアー
ド・プロシージャー、および外部キー

データベース表

データベース列と主キー

ストアード・プロシージ
ャー

ストアード・プロシージャー・パラメーター

データ・ファイル

データ・ファイル構造

データ・ファイル構造

データ・ファイル・フィールド

データ接続

なし

データ項目定義

データ・ファイル・フィールド

物理データ・モデル資産
物理データ・モデルとは、情報資産の設計スキーマです。このスキーマは、サブジ
ェクトのドメインまたはアプリケーション内のデータの物理構造および関係を定義
します。物理データ・モデルは、実装またはプラットフォームの詳細とは独立して
います。物理データ・モデル資産は、データ・モデリング・ツールから InfoSphere
Information Server メタデータ・リポジトリーにインポートされたオブジェクトから
構成されます。
メタデータ・リポジトリーから、次の物理データ・モデル資産を削除できます。
v 物理データ・モデル
v 設計テーブル
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v 設計ストアード・プロシージャー
v 物理ドメイン
次の表に、物理データ・モデル資産を削除するときに削除される資産を示します。
表 39. 物理データ・モデル資産とそれに含まれる資産
資産

資産に含まれる資産 (資産と一緒に削除される)

物理データ・モデル

設計テーブル、設計ストアード・プロシージャー、および物理
ドメイン

設計テーブル

設計列、設計候補キー、および設計外部キー

設計ストアード・プロシ
ージャー

設計ストアード・プロシージャー・パラメーター

物理ドメイン

なし

ビジネス・インテリジェンス資産
ビジネス・インテリジェンス資産は、ビジネス・インテリジェンス・ツールから
InfoSphere Information Server メタデータ・リポジトリーにインポートされたオブジ
ェクトから構成されます。
メタデータ・リポジトリーから、次のビジネス・インテリジェンス (BI) 資産を削除
できます。
v BI モデル
v BI コレクション
v キューブ
v BI レポート
v BI レポート照会
次の表に、ビジネス・インテリジェンス資産を削除するときに削除される資産を示
します。
表 40. ビジネス・インテリジェンス資産とそれに含まれる資産
資産

資産に含まれる資産 (資産と一緒に削除される)

BI モデル

ディメンション、コレクション、結合、階層、およびキューブ

BI コレクション

メンバー、レベル、および階層

キューブ

ディメンションおよびメジャー

BI レポート

レポート照会およびレポート・レイアウト

BI レポート照会

照会項目

共通メタデータ資産の query コマンド
query コマンドを使用して、メタデータ・リポジトリーに格納されている実装された
データ・リソース、物理データ・モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産、
およびデータ接続のリストを取得します。
query コマンドを使用して、資産のリストを取得できます。このリストをファイルに
書き込み、そのファイルを、削除する資産を指定するために使用できます。
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query コマンドの構文は次のとおりです。
istool query
authentication parameters
[generic parameters]
[-outputfile ["filename"]]
–commonmetadata ’[-base "path"] [identity_string...]+’

パラメーター
authentication parameters
特定の IBM InfoSphere Information Server に接続するために、認証パラメータ
ーを使用します。
generic parameters
コマンド構文でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指
定するには、汎用パラメーターを使用します。
-outputfile ["filename"] または -of ["filename"]
照会結果をファイルに書き込むことを指定します。ファイル名には自動的にスト
リング _commonmetadata が追加されます。例えば、ファイル名 to_delete.txt を
指定すると、結果は、ファイル to_delete_commonmetadata.txt に書き込まれま
す。ファイル名を指定しなければ、結果は、現行ディレクトリーの
query_output_commonmetadata.txt という名前のファイルに書き込まれます。結
果には、各資産のリポジトリー ID (RID) と、各資産の ID ストリングが含まれ
ます。削除を実行する前に、このファイルを資産の削除用に編集できます。
注: ファイル拡張子の前のピリオド (.) のほかに、ファイル・パスの中にピリオ
ドがあると、出力ファイルは作成されません。
-commonmetadata または -cm
共通メタデータ資産が照会されることを指定します。
identity_string
照会する個々の資産を指定します。複数の ID ストリングを指定する場合は、
ID ストリングと関連オプションを単一引用符 (') で囲む必要があります。ID ス
トリングを 1 つだけ指定する場合、単一引用符はオプションです。ID ストリ
ング内で 4 つを超えるチルド (■) 文字を指定すると、query コマンドは失敗し
ます。
注: 1 つの照会で、実装されたデータ・リソースとビジネス・インテリジェンス
資産の両方を指定すると、結果の出力ファイルを使用して資産を削除できなくな
ります。
-base path
オプションで -base 引数を使用して基本パスを指定することができます。その
場合このパスは、指定するすべての資産 ID ストリングの接頭部となります。

例
次のコマンドは、データベース db1 内の実装されたデータ・リソースのリストを、
ファイル c:¥to_delete_commonmetadata.txt に書き込みます。
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-outputfile "c:¥to_delete.txt"
–commonmetadata ’/host1/db1.db’
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次のコマンドは、BI 資産のリストをファイル
c:¥to_delete_businessintelligence.txt に書き込みます。
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-outputfile "c:¥to_delete.txt"
–cm ’/reportSpace/rep*.rdf’

次のコマンドは、スキーマ schema1 の中の「table」で始まる表を選択し、選択した
表をファイル c:¥to_delete_commonmetadata.txt に書き込みます。
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-outputfile "c:¥to_delete.txt"
–commonmetadata ’/host1/db/schema1/table*.tbl’

次のコマンドは、指定したリポジトリーに含まれるホスト、データベース、および
スキーマを照会し、結果をファイル query_results_commonmetadata.txt に書き込みま
す。
istool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-cm ’/*.hst /*/*.db /*/*/*.sch’ -outputFile "C:¥query_results.txt"

次のコマンドは、データベース db1 に所属するすべての表の詳細を、ファイル
query_results2_commonmetadata.txt に書き込みます。
is tool query –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-cm ’/hostname/db1/schema1/*.tbl’ -outputFile "C:¥query_results2.txt"

共通メタデータ資産の delete コマンド
istool deletecm コマンドを使用して、実装されたデータ・リソース、物理データ・
モデル資産、ビジネス・インテリジェンス資産、およびデータ接続をメタデータ・
リポジトリーから削除します。
共通メタデータ資産を削除するには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロ
ールを持っている必要があります。
資産を削除する前に、 query コマンドを使用して、資産のリストをファイルに書き
込むことができます。そのファイルを deletecm コマンドへの入力として使用し
て、削除する資産を指定できます。あるいは、削除する個々の資産を識別する ID
ストリングをコマンド・ラインに指定できます。
deletecm コマンドへの入力としてファイルを使用する場合、ファイルには、各資産
のリポジトリー ID (RID) と各資産の ID ストリングの両方を含める必要がありま
す。入力ファイルに ID ストリングのみを含めることはできません。このため、
query コマンドに -outputfile オプションを付けて使用して、RID と ID ストリング
の両方を含んだ、適切にフォーマットされたファイルを取得する必要があります。
deletecm コマンドへの入力として指定する前に、このファイルを資産の削除用に編
集できます。
実装されたデータ・リソース、ビジネス・インテリジェンス資産、および物理デー
タ・モデル資産を同じファイルに結合することはできません。
各資産が削除される前に、確認を求めるプロンプトが出されます。 -force オプショ
ンを指定すると、確認メッセージを出さないようにできます。
deletecm コマンドの構文は次のとおりです。
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istool deletecm
authentication parameters
[generic parameters]
[-preview]
[–force]
[-inputfile "filename"]
–commonmetadata ’[-base "path"] [identity_string...]*’

パラメーター
authentication parameters
すべての資産管理コマンドは、特定の IBM InfoSphere Information Server に接
続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産管理コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-preview または -pre
削除のプレビューを行う場合は、このオプションを指定します。preview は、
deletecm コマンドを実行した場合に削除される資産の RID と ID ストリングを
リストします。preview オプションを使用して、削除の範囲が意図したとおりか
どうか確認できます。 force オプションを使用すると、プレビューを行うとき
に確認プロンプトを出さないようにできます。指定しなければ、あたかも削除を
実行しているかのように、各資産について同じ確認プロンプトが表示されます。
preview オプションによって、実際に資産が削除されることはありません。
-force または -f
確認のプロンプトを出さないようにするには、このオプションを指定します。コ
マンドは、確認を求める表示をせずに、資産を削除します。指定しなければ、個
々の資産について、削除の確認を求めるプロンプトが出されます。
-inputfile "filename" または -if "filename"
-inputfile オプションで、削除する資産のリストを提供するファイル名を指定し
ます。このファイルは、query コマンドに -outputfile オプションを付けて実行し
て作成します。入力ファイルを指定すると、ID ストリングは指定できません。
-commonmetadata または -cm
実装されたデータ・リソースを削除するように指定します。ID ストリングでは
なく入力ファイルを指定する場合も、このオプションを指定する必要がありま
す。
identity_string
削除またはプレビューされる個々の資産を指定します。ID ストリングを指定す
ると、入力ファイルは指定できません。複数の ID ストリングを指定する場合
は、ID ストリングと関連オプションを単一引用符 (') で囲む必要があります。
ID ストリングを 1 つだけ指定する場合、単一引用符はオプションです。
-base path
オプションで -base 引数を使用して基本パスを指定することができます。その
場合このパスは、指定するすべての資産 ID ストリングの接頭部となります。
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例
次のコマンドは、ファイル c:¥to_delete_commonmetadata.txt にリストされている、
実装されたデータ・リソースをすべて削除します。 :
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-inputfile "c:¥to_delete_commonmetadata.txt"
–cm ’’

次のコマンドは、データベース db1 および db2 内のデータベース表 table1 および
table2 を削除します。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
–cm ’/myhost/db1/schema1/table1.tbl /myhost/db2/schema1/table2.tbl’

次のコマンドは、データベース db1 内のデータベース表 table7 および table8 を削
除します。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
–cm ’-base "/myhost/db1/schema1" table7.tbl table8.tbl’

次のコマンドは、2 つの表を削除する削除操作をプレビューします。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd -preview
–cm ’/myhost/db1/schema1/table1.tbl /myhost/db2/schema1/table2.tbl’

次のコマンドは、前のコマンドでプレビューされた 2 つの表を削除します。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
–cm ’/myhost/db1/schema1/table1.tbl /myhost/db2/schema1/table2.tbl’

次のコマンドは、資産 ID ストリング '/report_namespace/*/report_query_namespace/
*.rds' によって識別されるレポートを削除します。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd –cm
’/report_namespace/*/report_query_namespace/*.rds’

次のコマンドは、-base オプションを使用して、削除する資産を指定する資産 ID ス
トリングの基本パスを指定します。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd –cm
’base="/model_namespace/model_name/collection_namespace"
collection_name01.ocl collection_name02.ocl’

切断された資産の delete コマンド
-orphanedNonSeeds パラメーターを指定して istool deletecm コマンドを使用する
と、IBM InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーの中で、該当す
る資産を含む必要がある資産から切断された資産 (例えば、データベース・スキー
マと無関係のデータベース表など) が削除されます。
切断された資産にはメタデータ・リポジトリーの中で有効な ID がなく、そのた
め、その資産をスイート・ツールの中で使用すると、エラーを引き起こす可能性が
あります。
切断された資産を削除するには、共通メタデータ・アドミニストレーター・ロール
を持っている必要があります。
切断された資産は、IBM InfoSphere Information Server Web コンソールの「リポジ
トリー管理」タブを使用して削除することもできます。
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構文
切断された資産を削除する場合の deletecm コマンドの構文は次のとおりです。
istool deletecm
authentication parameters
[generic parameters]
-orphanedNonSeeds

パラメーター
authentication parameters
すべての資産管理コマンドは、特定の IBM InfoSphere Information Server に接
続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産管理コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-orphanedNonSeeds または -orphanedNS
このオプションは、切断された資産をすべて削除する場合に指定します。

例
次のコマンドは、データベース表と関係のないデータベース列などの、切断された
資産 (非シード・オブジェクト) を削除します。
istool deletecm –dom ABC:9080 –u xmetauser –p xmetapwd
-orphanedNonSeeds

レポート作成資産
レポート作成資産は、IBM InfoSphere Information Server コンソールで作成されるレ
ポートのデザインです。
レポートのデザイン、およびレポートの実行によって得られた結果は交換できま
す。レポートおよび関連する結果は、ソース・メタデータ・リポジトリーからアー
カイブ・ファイルにエクスポートされます。アーカイブ・ファイルは、接尾部 .isx
を持ちます。
エクスポートするレポートの名前を指定できます。あるいは、特定のプロダクトに
関連付けられたレポートをエクスポートすることを指定できます。次のプロダクト
は、関連付けられたレポートを持つことができます。
v InfoSphere Business Glossary
v InfoSphere DataStage
v InfoSphere Information Analyzer
v InfoSphere QualityStage
v スイートの管理レポート
指定された特定のレポートのレポート結果や、そのレポートの最後の n 回の実行の
レポート結果を含めることができます。あるいは、指定したレポートのすべての結
果を含めることができます。

320

管理ガイド

レポート作成資産の export コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、IBM InfoSphere
Information Server レポート作成資産をエクスポートできます。これらの資産は、レ
ポート・デザインとレポート結果の両方に含めることができます。

目的
レポート作成資産の交換コマンドは、レポートを InfoSphere Information Server イ
ンストール済み環境からエクスポートします。エクスポートするレポートは、次の
方式を使用して識別できます。
v 特定のスイート・コンポーネントに関連付けられたすべてのレポートをエクスポ
ートします。例えば、すべての IBM InfoSphere Business Glossary レポートをエ
クスポートできます。
v 名前を指定してレポートをエクスポートします。レポート名の一部としてワイル
ドカードを指定できます。
エクスポートに、レポート結果のほかにレポートのデザイン詳細も含めるように指
定できます。
レポートまたはレポート結果をエクスポートするには、そのレポートの管理、読み
取り、および更新を行う権限を持っている必要があります。レポートの作成者に
は、管理、読み取り、および更新の権限が自動的に付与され、他のユーザーまたは
グループに権限を付与できます。スイート・アドミニストレーター・ロールを持つ
ユーザーは、すべてのレポートをエクスポートできます。

コマンド構文
istool export
[authentication]
[generic paramters]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
-report
[’-reportName "report_name"
[-ownedByProduct "product_name"]
[-includeLastReportResults number |
-includeAllReportResults |
-includeReportResultName report_result_name]’
]
|
[’-ownedByProduct "product_name"
[-reportName "report_name"]
[-includeLastReportResults number |
-includeAllReportResults |
-includeReportResultName report_result_name]’
]

パラメーター
export
export コマンドは、エクスポート処理を指定します。
authentication
すべての資産交換コマンドは、InfoSphere Information Server の特定のインスト
ール済み環境に接続するために、認証パラメーターを使用します。
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generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-archive "path_name" または -ar "path_name"
資産のエクスポート先のファイルのパス名を指定します。
-updatearchive または -up
アーカイブ・ファイルが存在する場合、それを更新します (このオプションを指
定しなければ、上書きされます)。
-AbortIfError number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数を超えるエラーが発生すると、エクスポートを停止します。
-report
レポート資産をエクスポートすることを指定します。
-reportName "report_name" または -repName "report_name"
レポート名を指定してレポートをエクスポートします。引数 report_name に
は、ワイルドカード文字を含めることができます。例えば、次のパラメーター
は、
-reportName "MyRep*"

レポート MyRep1、MyRep2、および MyRepTues をエクスポートします。この
パラメーターと一緒に -ownedByProduct パラメーターを指定すると、両方の条
件を満たすレポートがエクスポートされます。
-ownedByProduct "product_name" または -prod "product_name"
指定されたスイート・コンポーネントに関連付けられたレポートをエクスポート
します。このパラメーターと一緒に -reportName パラメーターを指定すると、
両方の条件を満たすレポートがエクスポートされます。product_name の有効な
値を次のリストに示します。
v "Administration"
v "Business Glossary"
v "DataStage"
v "Information Analyzer"
v "QualityStage"
-includeLastReportResults number または -incLastResult number
reportName または prod パラメーターを使用して指定したレポート・デザイン
と一緒に、指定された数のレポート結果をエクスポートします。例えば、次のパ
ラメーターは、
-reportName "MyRep1" -includeLastReportResults 20

MyRep1 のレポート・デザインを、そのレポートの最新の 20 個の結果と一緒に
エクスポートします。
-includeAllReportResults または -incAllResults
-reportName または -prod パラメーターを使用して指定したレポート・デザイン
と一緒に、すべての結果をエクスポートします。例えば、次のパラメーターは、
-reportName "MyRep1" -includeAllReportResults
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MyRep1 のレポート・デザインを、そのレポートのすべての結果と一緒にエクス
ポートします。
-includeReportResultName "report_name" または -incResultName "report_name"
report_name によって指定されたレポートの最新の結果をエクスポートします。
いくつかのレポートの結果を返すために、report_name の中でワイルドカードを
使用できます。例えば、次のパラメーターは、
-includeReportResultName "MyRep*"

レポート MyRep1、MyRep2、および MyRep15 の最新の結果をエクスポートし
ます。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。

例
次のコマンドは、qakserv システム上のすべての InfoSphere QualityStage レポート
を、アーカイブ QSRAI_001.isx にエクスポートします。
istool export -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:/QSRAI_001.isx" -report ’-prod "QualityStage"’

次のコマンドは、FreqPat という名前のレポートを、アーカイブ QSRAI_001.isx に
エクスポートします。
istool export -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:/QSRAI_002.isx" -report ’-reportName "FreqPat"’

次のコマンドは、名前が MdB で始まるすべての InfoSphere DataStage レポートを、
すべてのレポート結果と一緒に、アーカイブ MDBds_001.isx にエクスポートしま
す。
istool export -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-archive "c:/MDBds_001.isx" -report ’-prod ’"DataStage" -reportName "MdB*"
-includeAllReportResults’

レポート作成資産の import コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、以前にエクスポー
トされた資産を含むファイルからレポート作成資産をインポートできます。これら
の資産は、レポート・デザインとレポート結果の両方に含めることができます。

目的
istool import コマンドに -report コマンド・パラメーターを使用して、以前にエクス
ポートされた資産を含んだアーカイブから、レポートをインポートします。
レポートまたはレポート結果をインポートするには、スイート・アドミニストレー
ター・ロールを持っているか、レポートが基にしているテンプレートの読み取り許
可を持っている必要があります。インポートをしたあとは、ユーザーはそのレポー
トのオーナーであり、管理、読み取り、書き込みの許可を持ちます。
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コマンド構文
istool import
[authentication]
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-report
-archive pathname
-preview | -replace

パラメーター
インポート
import コマンドは、インポート処理を指定します。
authentication options
すべての資産交換コマンドは、IBM InfoSphere Information Server の特定のイン
ストール済み環境に接続するために、認証オプションを使用します。
generic options
汎用オプションは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文で
ヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、汎
用オプションを使用します。
-AbortAfter number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数を超えるエラーが発生すると、インポートを停止することを指定しま
す。
-report
レポート資産をインポートすることを指定します。
-archive "pathname" または -ar "pathname"
以前に資産がエクスポートされたファイルのパス名を指定します。
-preview または -pre
リポジトリーを変更せずに、コマンドのアクションをプレビューする場合に、こ
のオプションを指定します。
-replace
インポートされた資産と既存の資産が同じ ID を持っている場合、インポート
された資産を既存の資産とマージします。メタデータ・リポジトリーに既存の資
産があるかどうかにかかわらず、レポート作成のインポートのすべてについ
て、-replace パラメーターを指定する必要があります。

例
次のコマンドは、以前にアーカイブ c:¥MDBds_001.isx にエクスポートされたレポ
ート作成資産をプレビューします。
istool import -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-report -archive "c:¥MDBds_001.isx" -preview

次のコマンドは、以前にアーカイブ c:¥MDBds_001.isx にエクスポートされたレポ
ート作成資産をインポートします。
istool import -domain qakserv:9080 -username user1 -password pass1
-report -archive "c:¥MDBds_001.isx" -replace
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複数タイプの資産のインポート
インポートされるアーカイブ・ファイルに複数のタイプの資産が含まれている場
合、アーカイブ・ファイルをインポートするときに、組み込まれたメタデータの各
タイプをコマンド・ラインに指定する必要があります。指定しなければ、レポート
作成資産のみインポートされます。例えば、アーカイブに InfoSphere Information
Analyzer が含まれる場合、そのアーカイブをインポートするときに、-rep オプショ
ンに加えて、-ia オプションと -cm オプションを指定する必要があります。各タイ
プの資産に、別々に import コマンドを使用できます。
注: アーカイブからレポート資産をインポートする場合は、-replace オプションを使
用する必要があります。アーカイブの中の他のタイプの資産に -replace オプション
を使用したくない場合は、別個のコマンドを使用して、レポートをインポートする
必要があります。-replace オプションを付けないで資産をインポートし、その資産に
関連するレポートを -replace オプションを付けてインポートした場合、ターゲット
環境の中で置換されていない資産のいくつかのレポートは正確ではない可能性があ
ります。レポートを確認し、必要であれば、新しい環境でレポートを再度実行して
ください。
次の例では、最初のコマンドは、-replace オプションを付けないで、InfoSphere
Information Analyzer 資産と共通メタデータ資産をファイル ia_archive1.isx からイン
ポートします。一方、2 番目のコマンドは、必須の -replace オプションを使用し
て、同じアーカイブ・ファイルからレポート作成資産をインポートします。
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx
-ia ’’ -cm ’<import options>’
import -u admin -p admin100 -dom EVEREST -ar ia_archive1.isx
-replace -rep ’<import options>’

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。

レポート作成資産のマージおよび置換アクション
ターゲット・リポジトリーに同じ ID のレポート作成資産が存在する場合、新規資
産は既存の資産にマージされます。
レポート作成資産はさまざまな属性を持ち、マージ処理による属性への影響は、そ
れぞれ異なります。レポート作成資産は次の属性を持ちます。
レポート・デザイン
ターゲット・リポジトリーに一致するレポートが存在する場合、資産をイン
ポートしているユーザーにターゲット・レポートに対する更新許可があれ
ば、そのレポートは上書きされます。更新許可がなければ、その資産のイン
ポートは失敗します。
レポート・アクセス制御リスト
ターゲット・レポートのアクセス制御リストが保持されます。
レポート結果
レポート結果は変更できません。そのため、インポート・ファイル内のレポ
ート結果は、ターゲットのレポート結果を上書きしません。
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FavoriteUsers
ターゲットにレポートが存在し、FavoriteUsers リストを持っている場合、イ
ンポートされた FavoriteUsers リストは、既存のリストにマージされます。
インポートされたリストに含まれる各ユーザーは、ターゲット・レポートの
リストに追加されます。

セキュリティー資産
セキュリティー資産は、IBM InfoSphere Information Server で定義したユーザー
ID、ユーザー・グループ、ユーザー・ロール、および関連する証明情報から構成さ
れます。
InfoSphere Information Server スイートは、多数のコンポーネントを含みます。典型
的なシステムでは、いくつかのユーザーが定義されます。これらの各ユーザーは、
すべてのスイートへのアクセス権限を持っていたり、スイート内のいくつかのコン
ポーネントのみへのアクセス権限を持っていたりします。これらの各ユーザーは、
スイート・コンポーネントおよび関連するデータとの対話方法について、異なる権
限を付与するさまざまなロールを持つことができます。
ユーザー、グループ、およびそのロールの構成は、スイート構成の重要な部分で
す。スイートからの情報のインポートまたはエクスポートが必要なさまざまなシチ
ュエーションがあります。例えば、スイート資産をバックアップする場合、これら
の資産にユーザーとロールを含めたいことがあります。あるシステムで開発し、別
のシステムでテストを行う場合、デプロイする別の資産に、ユーザー、グループ、
およびロールを含めたいことがあります。同様に、プロジェクトを最終ターゲット
の実動システムにデプロイするときに、おそらく、これらの資産をそのシステムに
移動する必要が出てきます。

セキュリティー資産の export コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、ユーザーおよびロ
ールといった IBM InfoSphere Information Server セキュリティー資産をエクスポー
トできます。

目的
istool export コマンドに -security パラメーターを使用して、次の資産をエクスポー
トします。
v ユーザーとグループ、およびスイートとプロダクトのロール割り当て (該当する
場合は、その証明情報も含む)。
v エンジン証明情報マッピング。
v プロジェクト・ロールは、-security パラメーターを使用してエクスポートしませ
ん。プロジェクト・ロールは、プロジェクトを作成するツールのコマンドによっ
てエクスポートします。
export はアーカイブ・ファイルを作成します。デフォルトでは、ファイルには接尾
部 .isx が付きます。
セキュリティー資産をエクスポートするには、スイート・アドミニストレーター・
ロールを持っている必要があります。
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コマンド構文
istool export
authentication
[generic options]
-archive "pathname" [-updatearchive]
[-AbortIfError number_of_errors]
[-preview]
-security
[’-securityUser
-userident user_pattern...
[–includeUserGroupMemberships]
[–includeCredential]
[-includeCredentialMappings]
[-includeRoles]’]
|
[’–securityGroup
-groupident group_pattern...
[-includeGroupUserMemberships]
[-includeRoles]’]

パラメーター
export
export コマンドは、エクスポート処理を指定します。
authentication
すべての資産交換コマンドは、特定の InfoSphere Information Server インストー
ル済み環境に接続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-archive "path_name"または -ar "pathname"
資産のエクスポート先のアーカイブのパス名 (ファイル名を含む) を指定しま
す。
-updatearchive または -up
既存のアーカイブ・ファイルを更新します (指定しなければ、上書きされま
す)。
-AbortIfError number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数のエラーが発生すると、エクスポートを停止します。
-preview または -pre
エクスポートのプレビューを表示します。preview は、export が実行されたとき
にエクスポートされる資産をリストします。
-security または -sec
-security コマンド・パラメーターは、セキュリティー資産をエクスポートするこ
とを指定します。
'-securityUser subparameters' または -su 'subparameters'
ユーザーに関連するセキュリティー資産のエクスポート処理を指定します。
-securityUser パラメーターは、-securityGroup パラメーターと同時には使用でき
ません。-securityUser パラメーターには次のサブパラメーターがあります。
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-userident user_pattern または -u user_pattern
エクスポートするユーザー資産を指定します。User_pattern はユーザー
を特定するための検索パターンです。複数の文字を表すためにアスタリ
スク (*) を使用し、単一文字を表すために疑問符 (?) を使用できます。
次のストリングは、有効な検索パターンの例です。
v dsadmin - ユーザー dsadmin を選択
v dsuser? - ユーザー dsuser1、dsuser2、および dsuser3 を選択
v ds* - ユーザー dsadmin、dsuser1、dsuser2、および dsuser3 を選択
v "dsadmin dsuser2" - ユーザー dsadmin および dsuser2 を選択
-includeUserGroupMemberships または -incUsrGrpMems
参照されるグループとユーザー詳細を含めて、ユーザー・グループ関係
をエクスポートします。
-includeCredential または -incCred
ユーザー証明情報をエクスポートします。暗号化されたパスワードが資
産アーカイブに保管されます。パスワードはダイジェスト形式 (SHA-1)
で保管されます。InfoSphere Information Server インストール済み環境が
外部ディレクトリーを使用している場合、このパラメーターは無視され
ます。
-includeCredentialMapping または -incMap
DataStage 証明情報マッピングをエクスポートします。暗号化されたパ
スワードが資産アーカイブに保管されます (パスワードは XOR 暗号化
形式で保管されます)。
–includeRoles または -incRole
ユーザー・ロール関係もエクスポートすることを指定します。
'-securityGroup subparameters' または -sg 'subparameters'
グループに関連するセキュリティー資産のエクスポート処理を指定します。
-securityGroup パラメーターは、-securityUser パラメーターと同時には使用でき
ません。-securityGroup パラメーターには次のサブパラメーターがあります。
-groupident group_pattern または -grp group_pattern
エクスポートするユーザー・グループ資産を指定します。Group_pattern
はユーザー・グループを特定するための検索パターンです。複数の文字
を表すためにアスタリスク (*) を使用し、単一文字を表すために疑問符
(?) を使用できます。次のストリングは、有効な検索パターンの例で
す。
v dsadmins - グループ dsadmins を選択
v dsgroup? - グループ dsgroup1、dsgroup2、および dsgroup3 を選択
v ds* - グループ dsadmins、dsgroup1、dsgroup2、および dsgroup3 を選
択
v "dsadmins dsgroup1" - グループ dsadmins および dsgroup1 を選択
-includeGroupUserMemberships または -incGrpUsrMems
参照されるユーザーも含めて、グループ・ユーザー関係もエクスポート
することを指定します。
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-includeRoles または -incRole
グループ・ロール関係もエクスポートすることを指定します。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。

例
次のコマンドは、DataStage ユーザー (そのユーザー ID は、このシステム上にあ
り、「ds」で始まります) と、そのユーザーの証明情報と証明情報マッピングを、フ
ァイル dsusers.isx にエクスポートします。
istool export -archive "c:¥dsusers.isx"
-domain mysys:9080 -username myid -password mypasswd
-security ’-securityUser -userident ds* -includeCredentials
-includeCredentialMappings’

次のコマンドは、IA ユーザーを含むグループとそのロールを、ファイル
ia_export.isx にエクスポートします。
istool export -archive "c:¥ia_export.isx"
-domain mysys:9080 -username myid -password mypasswd
-security ’-securityGroup -groupident iaUsergp -includeRoles’

セキュリティー資産の import コマンド
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用して、ユーザーおよびグ
ループといった IBM InfoSphere Information Server セキュリティー資産をインポー
トできます。

目的
istool import コマンドに -security コマンド・パラメーターを使用して、以前にエク
スポートされたアーカイブ・ファイルから、ユーザー、グループ、ロール、および
証明情報マッピングをインポートします。
ターゲット・メタデータ・リポジトリーに同じ名前のセキュリティー資産が存在す
る場合、インポートされた資産が既存の資産にマージされます。インポートされた
資産に、ターゲット資産では空のフィールドのエントリーがある場合、インポート
された設定がターゲット資産に追加されます。例えば、ユーザーが、インポート・
ファイルで定義された追加のロールを持っている場合、これらのロールは、ターゲ
ット・ユーザー定義の中の既存のユーザーに追加されます。
セキュリティー資産をインポートするには、スイート・アドミニストレーター・ロ
ールを持っている必要があります。

コマンド構文
istool import
authentication
[generic parameters]
[-AbortAfter number_of_errors]
-security
-archive pathname
-preview | -replace
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パラメーター
インポート
import コマンドは、インポート処理を指定します。
authentication
すべての資産交換コマンドは、特定の InfoSphere Information Server インストー
ル済み環境に接続するために、認証パラメーターを使用します。
generic parameters
汎用パラメーターは、すべての資産交換コマンドで使用可能です。コマンド構文
でヘルプを要求するか、サイレントまたは詳細オペレーションを指定するには、
汎用パラメーターを使用します。
-AbortAfter number_of_errors または -abort number_of_errors
指定した数を超えるエラーが発生すると、インポートを停止します。
-preview または -pre
インポートをプレビューします。preview は、import が実行されたときにインポ
ートされる資産をリストします。
-security または -sec
セキュリティー資産をインポートすることを指定します。
-archive pathname または -ar pathname
資産のインポート元のアーカイブのパス名 (ファイル名を含む) を指定します。
-replace
インポートされた資産と既存の資産が同じ ID を持っている場合、インポート
された資産を既存の資産とマージします。メタデータ・リポジトリーに既存の資
産があるかどうかにかかわらず、セキュリティーのインポートのすべてについ
て、-replace パラメーターを指定する必要があります。

終了状況
戻り値 0 は正常終了を示します。他の値はすべて、失敗を示します。

例
次のコマンドは、アーカイブ・ファイル /opt/IBM/InformationServer/exports/
dsuserexport.isx の内容をプレビューします。
istool import -domain server1:9080 -username user1 -password pass1
-archive "/opt/IBM/InformationServer/exports/dsuserexport.isx" -security -preview

次のコマンドは、アーカイブ・ファイル /opt/IBM/InformationServer/exports/
dsuserexport.isx からユーザーをインポートします。
istool import -domain server1:9080 -username user1 -password pass1
-archive "/opt/IBM/InformationServer/exports/dsuserexport.isx" -security -replace

セキュリティー資産のマージおよび置換アクション
ターゲット・リポジトリーに同じ ID のセキュリティー資産が存在する場合、新規
資産は既存の資産にマージされます。
マージ・ルールは、セキュリティー資産のタイプによって異なります。
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ユーザー
一致するユーザーがターゲット・リポジトリーに存在する場合、インポート
は次のマージ・ルールを実行します。
v 既存のユーザーのすべての空またはヌルの属性は、インポートされたユー
ザーからの属性で置き換えられます。
v すべてのグループ・メンバーシップについて、既存のユーザーとインポー
トされたユーザーの間で結合が行われます。すなわち、ターゲット・ユー
ザーにまだ存在していない、インポートされたユーザーのグループ・メン
バーシップは、ターゲット・ユーザーに追加されます。
v すべてのユーザー・ロールについて、既存のユーザーとインポートされた
ユーザーの間で結合が行われます。すなわち、ターゲット・ユーザーにま
だ存在していない、インポートされたユーザーのユーザー・ロールは、タ
ーゲット・ユーザーに追加されます。
v ターゲット・ユーザーのユーザー証明情報は、インポートされたユーザー
のユーザー証明情報で上書きされません。
v ターゲット・ユーザーの証明情報マッピングは、インポートされたユーザ
ーの証明情報マッピングで上書きされません。ターゲット・ユーザーに証
明情報マッピングがない場合、インポートによって、インポートされたユ
ーザーの証明情報マッピングが作成されます。
グループ
一致するユーザーがターゲット・リポジトリーに存在する場合、インポート
は次のマージ・ルールを実行します。
v 既存のグループのすべての空またはヌルの属性は、インポートされたグル
ープからの属性で置き換えられます。
v すべてのユーザー・メンバーシップについて、既存のグループとインポー
トされたグループの間で結合が行われます。すなわち、ターゲット・グル
ープにまだ存在していない、インポートされたグループのユーザー・メン
バーシップは、ターゲット・グループに追加されます。
v すべてのグループ・ロールについて、既存のユーザーとインポートされた
ユーザーの間で結合が行われます。すなわち、ターゲット・グループにま
だ存在していない、インポートされたグループのグループ・ロールは、タ
ーゲット・グループに追加されます。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

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

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 2007, 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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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
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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 41. 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 42. 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。

［ア行］
アクティブ/パッシブ構成
管理の概要 183
フェイルオーバー

Multiplatforms 管理リソース
アクティブ・セッション
切断 180, 181

206

アプリケーション・サーバー・レジス

り当てイベント

トリーを使用するように構成する

117

ユーザーおよびグループの管理イベン
ト 115

147
グループの検索

150

ユーザー・セッションの管理イベント

グループの削除

149

119
ログ・ファイル

証明情報の再設定 144
トラブルシューティング

114, 126, 127

成

140

トラブルシューティング
InfoSphere DataStage 5

140

WebSphere Application Server

セキュリティー・ロール
QUERY コマンド 315
94

アクティブ/パッシブ構成でのフェイル
オーバー 195
フェイルオーバーからのリカバリー
197
オープン・ワークスペース 21
お客様サポート 343
オブジェクト・リスト 26
オペレーショナル・メタデータ
セキュリティー・ロール 83

［カ行］
開始
WebSphere Application Server 241,
244
カスタマイズ
「ホーム」タブ 38
監査
イベント 115
監査構成イベント 121
構成 114, 115, 117, 118, 119, 121,
122, 124, 125, 126, 127
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内部レジストリーを使用するように構

6

共通メタデータ 297, 304, 314
削除 317, 319
削除の概要 312

93

セキュリティー 96
ユーザー・レジストリー
エンジン層

クトのセキュリティー・ロールの割

キューブ 297, 304, 310, 315
共通のデータ・ルール
セキュリティー・ロール 84

ロギング 202
インポート 266
エンジン
セキュア

アドミニストレーター・ロールの割り
当て 144

コマンド
183

179

イベント
スナップショット
パージ 205, 208

コマンド

証明情報のマッピング・イベント 118
ユーザー、グループ、およびプロジェ

管理

195

Tivoli System Automation for

表示

監査 (続き)

84

共通メタデータ資産
インポート 310
エクスポート 304
共有ビュー
ロギング 203, 214
許可
Windows 2008 71, 73
クラスター・メンバー
新規コンピューターへの追加 187
クラスタリング
監査 125
グループ 67, 69
ユーザーの割り当て 68, 70
グループ・ロール 90
高可用性
アクティブ/パッシブ構成の管理 183
高可用性災害復旧 (HADR) 193
フェイルオーバーの概要 193
フェイルオーバーのリカバリー 194
構成
監査 114, 115, 117, 118, 119, 121,
122, 124, 125, 126, 127
スケジュール・ビュー 214
ログ・ビュー 206
構成、Mozilla Firefox 11
構成ファイル
例 55
構文 268

147

ユーザーが存在するかどうかの確認
145
ユーザー詳細の表示 151
ユーザーの検索
ユーザーの削除

149
148

ユーザーの作成 143
ユーザー・レジストリー
AppServerAdmin 140
istool import

143

294

コマンド、deploy package 285
コマンド、istool 283
コマンド、istool export 288
コマンド、send package 287
コマンド・モード、istool 260
コマンド・ライン構文 256
istool

256

コマンド・ラインを使用した InfoSphere
FastTrack 資産のエクスポート 274
コマンド・ライン・インターフェース
istool 261
コンソール 17
ウォークスルー 25
オープン・ワークスペース 21
オブジェクト・リスト 26
ショートカット 21, 24
ステータス・バー 23
タスクの選択 25
タスク・フロー 25
タスク・ペイン 27
タスク・リスト 26
ダッシュボード 23
注釈 21
パレット 21
プロジェクト 21
プロジェクト・メニュー 21
「マイ・ホーム」ワークスペース 17
メニュー 19, 21
領域 17
履歴 21
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コンソール (続き)

証明情報マッピング (続き)

ワークスペース 26
コントラクト・ライブラリー

自分用の構成
ジョブ

304, 310

コンポーネント
ロギング

異常終了

スイート・ユーザー

サービス
シャットダウン (Windows) 234
最大アクティブ・セッション数 179
312, 317, 319

作成
プロジェクト
サポート
お客様

304, 310, 314

58

実装されたデータ・リソース

314

ビジネス・インテリジェンス
物理データ・モデル 314
資産交換 261

315

インポート 281
エクスポート 279
シナリオ 263
export コマンド 279
import コマンド 281
資産タイプ
DataStage 291
実装されたデータ・リソース 297, 304,
314
実装されたデータ・リソース資産 310
自動クライアント・リルート (ACR) 195
シナリオ
バックアップおよびリストア 224
重大度レベル
ロギングの基準 202
ショートカット 21, 24
状況 23
状況の確認
WebSphere Application Server 249
WebSphere Application Server クラスタ
ー・ノード・エージェント 252
WebSphere Application Server クラスタ
ー・メンバー 252
WebSphere Application Server デプロイ
メント・マネージャー 253
情報分析
グラフィックス 34
証明情報
サーバーのデフォルト 100
証明情報マッピング 96

エクスポート
マージ 329

326

割り当ての表示 88, 92
InfoSphere Business Glossary
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Director
設計テーブル

216
216

再開 216
実行中 218
実行履歴のパージ

216

セッション
アクティブ

スケジュール済みタスク
実行履歴のパージ 217
停止 217
予測 218
スケジュール・ビュー
基準 213
コピー 215

314
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制限の設定 179
切断 180, 181
専用ビュー
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216
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設計ストアード・プロシージャー

作成 214
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InfoSphere Information Services
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停止
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インポート
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スイート・ロール 78

要求のスケジュール

33
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削除
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