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第 1 章 コネクターを使用するためのジョブのマイグレーション
コネクターに備わっている追加機能を活用するには、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールを使用して、ジョブをマイグレーションし、プラグインおよびオペレー
ター・ステージの代わりにコネクターを使用します。
コネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、Microsoft Windows の「プ
ログラム」メニューまたはコマンド・ラインから開始します。コマンド・ラインか
らツールを開始する場合には、ユーザー・インターフェースでは提供されない追加
オプションを使用できます。
ユーザー・インターフェースでは、マイグレーションするジョブ、共有コンテナ
ー、およびステージを評価する処理を行います。マイグレーションするジョブを選
択します。ツールで、各ジョブ名の側に、ジョブを完全にマイグレーションできる
のか、部分的にマイグレーションできるのか、それとも一切マイグレーションでき
ないのかを示すアイコンが表示されます。評価するジョブのリストを洗練する場合
には、特定のプラグインおよびオペレーター・ステージを含むジョブのみをリスト
するように指定できます。このツールでは、マイグレーションする前にジョブのバ
ックアップを作成できます。ジョブのバックアップ・コピーを作成してからバック
アップをマイグレーションするか、ジョブのバックアップ・コピーを作成してから
オリジナル・ジョブをマイグレーションできます。どちらの方法でも、オリジナ
ル・ジョブは失われません。ジョブがマイグレーションされ、元のジョブと同じフ
ォルダーに配置されます。また、マイグレーションの結果が記録されたログ・ファ
イル CCMigration.log が、現行ディレクトリー内に作成されます。
コネクター・マイグレーション・ツールのコマンド・ライン・オプションでは、ユ
ーザー・インターフェースと同じ機能に加えて、追加オプションを使用できます。
コマンド・ラインを使用することで、以下の追加タスクを実行できます。
v マイグレーションを検討するジョブ名のリストを指定する。
v マイグレーションを検討する共有コンテナー名のリストを指定する。
v マイグレーションを検討するジョブを制限するステージ・タイプ名のリストを指
定する。
v 練習用マイグレーションを実行する。実際のマイグレーションは行われず、マイ
グレーションで起こり得る結果がログ・ファイルに書き込まれます。結果を確認
し、必要に応じて、実際のマイグレーションを実行する前に、マイグレーション
を洗練できます。
v ジョブ、ジョブのステージ、およびステージ・タイプのレポートを作成する。
注:
v コネクター・マイグレーション・ツールは、オペレーティング・システム・レベ
ルでの環境変数を読み取りません。環境変数は、プロジェクト・レベルまたはジ
ョブ・レベルで InfoSphere DataStage 内に定義されている場合にのみ読み取られ
ます。プロジェクト・レベルの環境変数が最初に読み取られ、その後、ジョブの
環境変数によって上書きされます。ブランクのデフォルト値を持つ環境変数は、
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コネクター・マイグレーション・ツールによって無視されます。環境変数のデフ
ォルト値はマイグレーションされますが、実行時の値はマイグレーションされま
せん。
v 本書全体を通じて、「ジョブ」という用語は、パラレル共有コンテナーおよびサ
ーバー共有コンテナーに加え、IBM® InfoSphere™ DataStage® ジョブを指します。

ユーザー・インターフェースを使用したジョブのマイグレーション
コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、マイグレーションに適格なジ
ョブおよびステージを表示してからマイグレーションし、プラグインおよびオペレ
ーター・ステージではなく、コネクターを使用します。

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

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

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

手順
1. IBM InfoSphere DataStage クライアントのコマンド・ラインから、
<InformationServer>¥Clients¥CCMigrationTool ディレクトリーに進みます。
2. コマンド CCMigration に続いて、以下の必須パラメーターを入力します。
v -h host:port。host:port は、InfoSphere DataStageサーバーのホスト名とポート
です。ポートを指定しない場合、デフォルトで port は 9080 となります。
v -u user name。user name は、InfoSphere DataStage ユーザーの名前です。
v -p password。password は、InfoSphere DataStage ユーザーのパスワードです。
v -P project。project は、接続先のプロジェクトの名前です。ドメイン・サーバ
ーに対してリモートである InfoSphere DataStage サーバーを指定するには、
server:[port]/project という形式で完全修飾プロジェクト名を指定します。
v 以下のいずれか。
– -M。このパラメーターを指定すると、オリジナル・ジョブがマイグレーシ
ョンされ、バックアップ・ジョブは作成されません。
– -B job name extension (job name extension は、英数字と下線の組み合わ
せ)。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツ
ールはバックアップ・ジョブを作成し、そのバックアップ・ジョブに
source job name+job name extension 形式の名前を付け、オリジナル・ジョ
ブをマイグレーションします。バックアップ・ジョブは、リポジトリー内
でソース・ジョブと同じ位置に保存されます。
– - C job name extension。job name extension は、一連の英数字とアンダース
コアーからなります。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイ
グレーション・ツールはソース・ジョブを複製し、複製されたジョブに
source job name+job name extension 形式の名前を付け、複製されたジョブ
をマイグレーションします。複製されたジョブは、リポジトリー内でソー
ス・ジョブと同じ位置に保存されます。
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これらのオプションのいずれかを指定した場合には、それ以上ユーザーの入力を
必要とせずに、マイグレーションが進みます。 -M、-B、または -C のいずれも
指定しない場合、ジョブのマイグレーション方法についてさらに選択できるよう
に、ユーザー・インターフェースが表示されます。
3. オプション: 以下のオプション・パラメーターのいずれかを入力します。
v -L log file。log file は、マイグレーションの結果が記録されるログ・ファイル
のファイル名とパスです。
v -S stage types。stage types は、ステージ・タイプのコンマで区切られたリス
トです。デフォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツールがすべての
ステージ・タイプをマイグレーションします。このパラメーターを使用する
と、指定されたステージ・タイプを含むジョブのみがマイグレーションされま
す。-S と -J の両方のパラメーターを指定した場合、指定されたジョブ内の
指定されたステージ・タイプのみがマイグレーションされます。 -S パラメー
ターを指定し、-C、-M、または -B のいずれのパラメーターも指定しない場
合、指定されたステージ・タイプを含むジョブのみが、ユーザー・インターフ
ェースのジョブ・リストに表示されます。表示されるジョブを制限すると、コ
ネクター・マイグレーション・ツールの起動時間をかなり削減できる場合があ
ります。
v -J job names。job names は、ジョブのコンマで区切られたリストです。デフ
ォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、プロジェクト内の適
格なすべてのジョブをマイグレーションします。このパラメーターは、特定の
ジョブのみをマイグレーションする場合に使用します。 -J パラメーターを指
定し、-C、-M、または -B のいずれのパラメーターも指定しない場合、指定さ
れたジョブのみが、ユーザー・インターフェースのジョブ・リストに表示され
ます。表示されるジョブを制限することで、コネクター・マイグレーション・
ツールの起動時間を大幅に低減することができます。
v -c shared container names。ここで、shared container names は共有コンテナー
のコンマ区切りのリストです。デフォルトでは、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールは、プロジェクト内のすべての適格な共有コンテナーをマイグレー
ションします。このパラメーターは、特定の共有コンテナーのみをマイグレー
ションする場合に使用します。 -c パラメーターを指定して、-C、-M、-B パ
ラメーターのいずれのパラメーターも指定しなければ、指定した共有コンテナ
ーのみが、ユーザー・インターフェースに表示されるジョブ・リストに示され
ます。表示する共有コンテナーを制限すると、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールの起動時間をかなり削減できる場合があります。
v -R。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、指定したジョブがマイグレーションされた場合に発生すると思われるマイ
グレーションの詳細を報告しますが、実際のマイグレーションは実行しませ
ん。この詳細は、-L パラメーターを使用して指定したログ・ファイルに報告
されます。
v -A。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、注釈をジョブ・デザインに付加します。注釈は、マイグレーションされた
ステージ、ステージのマイグレーション元のジョブ、およびマイグレーション
の日付を記述したものです。
v -djob dump file。job dump file は、ジョブ、共有コンテナー、およびステージ
のリストが書き込まれるファイルのファイル名とパスです。ジョブ・ダンプ・
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ファイルを使用すると、マイグレーションに適格なジョブを判別する際に役立
ちます。-d パラメーターを -J、-c、および -S パラメーターと組み合わせて
使用すると、特定のジョブ、共有コンテナー、およびステージ・タイプをそれ
ぞれリストすることができます。
v -V。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、マイグレーション済みステージ用のターゲット・コネクター・バリアント
を指定します。リストのフォーマットは、{StageTypeName=Variant} を含むコ
ンマ区切りのリストです。
v -v。-d コマンドでこのパラメーターを指定すると、ステージのプロパティー
値がレポートに組み込まれます。省略した場合、レポートにはステージの名前
とタイプのみが含まれ、ステージのプロパティーは含まれません。このオプシ
ョンは、特定のプロパティー値を持つステージがあるジョブを識別するのに役
立ちます。このオプションが指定されている場合、–s は無視されます。
v -T。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、バリアント・マイグレーション・モードを使用可能にします。–V コマン
ドでリストされたタイプに一致するステージ・タイプを持つ、ジョブおよびコ
ンテナーで検出されたすべてのコネクター・ステージが変更されます。
v -U。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、プロパティー・アップグレード・マイグレーション・モードを使用可能に
します。StageUpgrade.xml ファイルに指定された条件に一致するプロパティ
ーを持つ、ジョブおよびコンテナーで検出されたすべてのコネクター・ステー
ジがアップグレードされます。

例
以下のコマンドを実行すると、コネクター・マイグレーション・ツールが開始し、
ユーザー billg としてサーバー dsserver 上のプロジェクト billsproject に接続され、
ジョブ db2write および db2upsert がマイグレーションされます。
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck
-P billsproject -J db2write,db2upsert -M
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第 2 章 非推奨ステージ
より優れた機能とパフォーマンスを提供するコネクターが、非推奨とされてパレッ
トから削除された一部のステージと置き換えられます。それでも、ジョブ内の非推
奨ステージを使用したり、パレットに戻したりすることは可能です。
次のステージ・タイプが、パラレル・ジョブ・キャンバス用のパレットから削除さ
れました。
v DB2Z
v DB2® UDB API
v DB2 UDB Enterprise
v DB2 UDB Load
v Dynamic RDBMS
v ODBC Enterprise
v Oracle OCI Load
v Oracle Enterprise
v Teradata API
v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere® MQ
次のステージ・タイプが、サーバー・ジョブ・キャンバス用のパレットから削除さ
れました。
v Dynamic RDBMS
新規ジョブを作成する際は、非推奨ステージではなくコネクターを使用することを
検討してください。次の表は、どの非推奨ステージの代わりにどのコネクターを使
用するかを示しています。
表 1. ステージと対応するコネクター
非推奨ステージ

コネクター

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

Dynamic RDBMS

DB2 Connector
Oracle Connector
ODBC Connector

ODBC Enterprise

ODBC Connector

Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Oracle Connector

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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表 1. ステージと対応するコネクター (続き)
非推奨ステージ

コネクター

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata Connector

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

新規ジョブで非推奨ステージ・タイプを使用するには、目的のステージ・タイプを
「リポジトリー」からキャンバスかパレットまでドラッグしてください。リポジト
リー・ツリーで、「ステージ・タイプ」にナビゲートします。使用したいステージ
によって、「ステージ・タイプ」の下の「パラレル」 または 「サーバー」サブデ
ィレクトリーを開きます。目的のステージ・タイプをジョブ・キャンバスかパレッ
トまでドラッグします。
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第 3 章 DB2 コネクター
DB2 コネクターを使用して、データの読み取り、書き込み、およびロードを実行す
るジョブを作成できます。これを使用するには、最初に構成を行う必要がありま
す。

DB2 コネクターの構成
ジョブ内で DB2 Connector ステージを使用するためには、最初に DB2 環境変数を
構成し、DB2 ユーザーの特権を設定する必要があります。

始める前に
v システムがシステム要件を満たし、サポートされるバージョンの IBM DB2 を使
用していることを確認します。システム要件については、http://www.ibm.com/
software/data/infosphere/info-server/overview/ を参照してください。
v IBM DB2 をインストールし、正常に機能していることを確認します。
– InfoSphere DataStage は、ジョブごとに多数のプロセスを実行します。システ
ム管理者が DB2 リソース、構成パラメーター、およびマネージャー構成パラ
メーターを適切に構成していることを確認してください。
– DB2 構成アシスタントを使用して、DB2 クライアントとサーバーの接続をテ
ストします。DB2 クライアントが DB2 サーバーに接続できない場合、DB2
Connector ステージを使用するジョブは失敗します。

手順
1. InfoSphere DataStage のユーザーに、以下の表に対する SELECT 特権を付与しま
す。
表 2. 必要な SELECT 特権
DB2 製品
DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows

SELECT 特権を必要とする表
SYSCAT.COLUMNS
SYSCAT.KEYCOLUSE
SYSIBM.SYSDBAUTH
SYSCAT.TABLES
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表 2. 必要な SELECT 特権 (続き)
DB2 製品

SELECT 特権を必要とする表

DB2 for z/OS
注: DBA が DSNUTILS ストアード・プロ
シージャーをインストールするための
DSNTIJSG インストール・ジョブを実行する
ことを確認します。これは、DB2 for z/OS
上でバルク・ローダーを開始するために必要
です。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
dzichelp/v2r2/index.jsp?topic=/
com.ibm.db2z9.doc.inst/src/tpc/
db2z_enabledb2supplstprocs.htm も参照してく
ださい。

注: DB2 for z/OS にデータをロードする前
に、ユーザー ID が SYSIBM.SYSPRINT に
対して必要なすべてのアクセス権限を持って
いることを確認します。
SYSIBM.SYSCOLUMNS
SYSIBM.SYSINDEXES
SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SYSIBM.SYSKEYS
SYSIBM.SYSPRINT
SYSIBM.SYSTABLESPACE
SYSIBM.SYSTABLES
SYSIBM.SYSTABLEPART
SYSIBM.SYSUSERAUTH

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows
および z/OS

SYSIBM.SYSDUMMY1
SYSIBM.SYSVIEWS

2. デフォルト DB2 インスタンスの DB2INSTANCE 環境変数を設定します。dsenv
スクリプト (opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine ディレクトリー内)
を変更するか、プロファイル・スクリプトを使用するか、あるいはプロジェクト
またはジョブのプロパティーを変更して、デフォルト DB2 インスタンスを指定
できます。別の DB2 インスタンスを使用する場合は、「プロパティー」タブで
DB2 コネクターの「インスタンス」プロパティーに、そのインスタンスの名前
を入力します。
3. ライブラリー・パスの環境変数を設定します。dsenv スクリプト
(opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine ディレクトリー内) を変更して、
ライブラリー・パス環境変数のパスを指定できます。ライブラリー・パス環境変
数を、次の表にリストします。
表 3. 環境変数のライブラリー・パス
オペレーティング環境

ライブラリー・パス環境変数

DB2 ライブラリーのデフォ
ルト・パス

AIX

LIBPATH

/opt/IBM/db2/V9/lib64

Linux、Solaris

LD_LIBRARY_PATH

/opt/IBM/db2/V9/lib64

HP-UX

SHLIB_PATH

/opt/IBM/db2/V9/lib64

Windows

PATH

C:¥IBM¥SQLLIB¥bin

4. オプション: 環境変数を更新するために dsenv スクリプトを変更して実行した場
合、次のコマンドを発行して、サーバー・エンジンと ASB エージェントを再始
動する必要があります。
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/bin
./uv -admin -stop
./uv -admin -start
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cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
. ./NodeAgents_env_DS.sh
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

DB2 コネクターの並列処理の構成
DB2 コネクターは、複数の並列プロセスを実行することで、並列の読み取りおよび
書き込みをサポートします。使用可能なハードウェア全体にわたる、これらの並列
プロセスの配布は、DB2 パーティション配布に基づいて決定されます。

DB2 ノードと ETL ノードの定義
パラレル・エンジン構成ファイル (APT 構成ファイルとも呼ばれる) で、ご使用の
システム用の処理リソース (DB2 ノードまたは ETL ノードを含む) を必ず定義し
てください。DB2 コネクターは、この構成ファイルを使用し、ターゲット表に示さ
れているパーティションの数に基づいて、処理ノードの適切な数を動的に判別しま
す。このノード・マップはジョブの実行のたびに動的に判別されるため、表が変更
されたり、別の表が使用されたりする場合でも、構成ファイルを更新する必要はあ
りません。
DB2 Connector ステージは、DB2 ノードまたは ETL ノードのどちらかで実行でき
ますが、同時に両方で実行することはできません。 APT 構成ファイルに DB2 ノー
ドと ETL ノードの両方が指定されている場合、DB2 コネクターは DB2 ノードで
のみ実行され、ETL ノードを暗黙で無視します。DB2 ノードが指定されていない場
合、コネクターは ETL ノードで実行されます。ETL ノードで実行する場合は、少
なくとも 1 つの ETL ノードが指定されていなければなりません。DB2 ノードで実
行する場合は、その表がまたがるすべての DB2 ノードが APT 構成ファイルに指定
されている必要があります。DB2 ノード当たりのプレイヤーの数は、選択された表
のパーティション配布に基づいて決定されます。このことは、1 つの DB2 ノード
で実行されるプレイヤーは、その物理 DB2 ノード上でホストされているパーティ
ションのデータのみを処理し、DB2 パーティションごとに 1 つのプレイヤー・プ
ロセスが存在することを意味しています。
コネクター・ノードは、APT 構成ファイル内の物理ノードにのみ関係しています。
同じ物理ノードに複数の論理ノードが定義されている場合、コネクターは最初の論
理ノードのみを使用します。

バルク・ロードの処理ノード数の削減
通常、DB2 コネクターは、各データベース・パーティションに対して 1 つのプレ
イヤー・プロセスを使用します。限定並列処理プロパティーを「はい」に設定する
と、DB2 コネクターは、複数のパーティションに対して 1 つのプレイヤー・プロ
セスを使用します。
処理ノードの数が制限されている場合、DB2 コネクターはデータのパーティション
化を部分的にしか実行せず、DB2 サーバーが各パーティションのデータの送付先を
決定して処理を終了する必要があり、これは DB2 サーバーに追加のオーバーヘッ
ドをもたらします。したがって、この機能は、InfoSphere DataStage を実行するサー
バーの負荷と DB2 サーバーの負荷の間でのトレードオフ要因の 1 つとなります。
最適の処理ノード数を判別するには、DB2 パーティションにつき 1 プレイヤー・
第 3 章 DB2 コネクター

11

プロセスから始めて、パフォーマンスを測定しながら徐々に処理ノード数を減らし
ていきます。パフォーマンスが向上する場合は、パフォーマンスが再び低下し始め
るまで、処理ノード数を減らし続けます。パフォーマンスが向上しない場合は、処
理ノード数を DB2 パーティションにつき 1 プレイヤー・プロセスというデフォル
ト値に保ちます。
処理ノードの最大数は、DB2 パーティションの数に等しくなります。指定された数
が DB2 パーティションの数より多い場合、コネクターはそれを無視して、DB2 パ
ーティションごとに 1 プレイヤー・プロセスを実行します。
処理ノードの最小数は、複数の要因によって異なります。DB2 ノードで実行してい
る場合、処理ノードの最小数は、物理 DB2 ノードの数に等しくなります。言い換
えると、DB2 コネクターは、物理 DB2 ノードごとに少なくとも 1 つのプレイヤ
ー・プロセスを必要とします。ETL ノードで実行している場合、DB2 コネクターの
「接続」セクションの「直接接続を使用」プロパティーが「いいえ」に設定されて
いるときは、処理ノードの最小数は 1 です。プレイヤー・プロセス限度が ETL ノ
ードの数より少ない値に設定されている場合、一部のノードは使用されません。
ETL ノードで実行している場合に、「直接接続を使用」プロパティーが「はい」に
設定されているときは、処理ノードの最小数は物理 DB2 ノードの数に等しくなり
ます。言い換えると、DB2 コネクターは、DB2 ノードごとに少なくとも 1 つのプ
レイヤー・プロセスを使用します。処理ノードの最小数の設定が低すぎる場合、コ
ネクターは失敗します。
注: ユーザー・インターフェースは、このプロパティーが 1 より大きいことのみ強
制します。実際の最小数は、実行時に判別されます。

ETL ノードで実行している場合の DB2 ノードへのデータの直接ルー
ティング
DB2 コネクターを ETL ノードで実行する場合、DB2 サーバーに 1 つ以上のデー
タ・ノードを持つ分離された管理ノードがあるときは、管理ノードを経由する代わ
りに、直接 DB2 データ・ノードにデータを送付できます。最初に DB2 クライアン
トをリモート DB2 サーバーに接続するように構成してから、「直接接続を使用」
プロパティーを「はい」に設定する必要があります。 ETL ノードは DB2 ノードに
アクセスできる必要があるため、これらのノードのすべてが同じプライベート・ネ
ットワーク上に存在することを確認してください。
DB2 コネクターの「直接接続を使用」プロパティーを「はい」に設定すると、DB2
データ・ノードがリモート・データベースへの参照にサフィックスとして追加され
ます。
DB2 クライアントで、サーバー上のノードをカタログする必要があります。
4 つの DB2 データ・ノードと 1 つの管理ノードがある場合、次のコマンドを発行
します。
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
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NODE
NODE
NODE
NODE
NODE

admin
data1
data2
data3
data4

REMOTE
REMOTE
REMOTE
REMOTE
REMOTE

admin
data1
data2
data3
data4

SERVER
SERVER
SERVER
SERVER
SERVER

50000
50000
50000
50000
50000

さらに、そのサーバー上のリモート・データベースをカタログする必要がありま
す。最初に、db2nodes.cgf ファイルを調べて、各 DB2 ノードに関連付けられてい
るパーティションを識別します。次に、例えば、前述の 4 つの DB2 データ・ノー
ドのそれぞれに 4 つのパーティションが関連付けられている場合、該当するデータ
ベース・パーティションと共にリモート・データベース (この例では、mydb) をカ
タログするために、以下のコマンドを発行します。
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG

DB
DB
DB
DB
DB

mydb
mydb
mydb
mydb
mydb

AS
AS
AS
AS
AS

mydb AT NODE admin
mydb1 AT NODE data1
mydb5 AT NODE data2
mydb9 AT NODE data3
mydb13 AT NODE data4

次に、「直接接続を使用」プロパティーを「はい」に設定した場合、DB2 コネクタ
ーを使用するジョブで、「データベース」プロパティーを「mydb」に設定します。
これにより、コネクターは適切なサフィックスを追加して、実行時に値を自動的に
変更します。データベース別名に追加されるサフィックスは、各ノード上の最低の
パーティション番号です。

DB2 コネクターを使用したジョブのデザイン
IBM DB2 コネクターを使用して、データの読み取り、書き込み、およびロードを実
行するジョブを作成したり、あるジョブのコンポーネントを別のジョブで再利用す
るためにリポジトリーに保管するジョブを作成したりすることができます。

始める前に
DB2 コネクターが正しく構成されていることを確認します。また、DB2 データベー
スに接続するユーザー名に、ジョブで必要なアクションを実行するための正しい権
限と特権があることも確認します。

手順
1. DB2 ソースから メタデータのインポートを行います。
2. Designer Client から DB2 Connector ステージにアクセスします。
3. DB2 表からデータを読み取るために、DB2 Connector ステージをセットアップ
します。
a. データのソースとして、DB2 コネクターを構成します。
b. 列定義をセットアップします。
c. データの読み取りの使用法プロパティーを定義します。
4. DB2 表にデータを書き込むために DB2 Connector ステージをセットアップする
には、以下の手順を実行します。
a. データのターゲットとして、DB2 Connector ステージを構成します。
b. 列定義をセットアップします。(まだ、リンク用に指定されていない場合)。
c. データの書き込みの使用法プロパティーを定義します。
d. オプション: データのパーティション化方法を定義します。
5. オプション: データのバッファリング方法を定義します。
6. データをルックアップするために、DB2 コネクターをセットアップします。
7. リジェクト・データを管理するためにリジェクト・リンクを作成します。
第 3 章 DB2 コネクター
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8. ジョブをコンパイルして、実行します。

メタデータのインポート
リポジトリーに表定義を入れるには、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイ
ナー クライアントから DB2 コネクターを使用してメタデータをインポートしま
す。リポジトリーに表定義を入れると、他のプロジェクトまたはコンポーネントが
その表定義を使用できるようになります。 DB2 データ・ソースからメタデータを
インポートするときに、表が動的リポジトリーに作成され、表定義がプロジェク
ト・リポジトリー・ツリーに作成されます。

このタスクについて
DB2 コネクターを使用して、次の情報をインポートすることができます。
v データ・ソース
v 特定のデータ・ソースのデータベース表、システム表、および、ビュー (オプシ
ョンで完全修飾名や別名も含みます)。
v 表の列の説明
v ニックネーム (IBM InfoSphere Federation Server にはニックネーム・サポートが
あります。ニックネームをインポートするには、IBM InfoSphere Federation Server
をインストールして構成する必要があります。)
メタデータをインポートする時に、列の名前、列の長さ、および列のデータ・タイ
プなど、そのデータベース列に関する情報が収集されます。

手順
1. Designer Client で、メインメニューから「インポート」 > 「表定義」 > 「コネ
クター・インポート・ウィザードの開始」を選択して、「コネクター・メタデー
タのインポート」ウィザードを開きます。
2. 「データ・ソースの場所」ページで、動的リポジトリー内でメタデータを保管す
る場所を特定する、ホスト名とデータベースを選択して、「次へ」をクリックし
ます。 リストに値がない場合は、「新規の場所」をクリックして、共有メタデ
ータ管理ツールを開始します。このツールを使用して、メタデータのインポート
元のデータ・ソースに対応するホスト・オブジェクトとデータベース・オブジェ
クトをリポジトリーに作成します。
3. 「コネクター選択」ページで、インポート・プロセスのための DB2 コネクター
を選択して、「次へ」をクリックします。
4. 「接続の詳細」ページで、データ・ソースの接続の詳細を指定して、「次へ」を
クリックします。 次に続くページで、インポート・プロセスに使用するコネク
ター・タイプに固有な情報を収集します。
5. 選択した DB2 コネクターの詳細を指定します。
6. インポートの詳細を確認し、「インポート」をクリックします。
7. リポジトリー・ツリーを参照して、表定義を作成するプロジェクト・リポジトリ
ー内の場所を選択します。「OK」をクリックします。
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DB2 コネクター・ジョブの定義
DB2 コネクターを使用してジョブを定義するには、InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントを使用します。

手順
1. Designer Client で、メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」または「サーバー・ジョブ」アイ
コンを選択してから、「OK」をクリックします。
3. 「パレット」メニュー内のデザイナー・クライアントの左側で、「データベー
ス」カテゴリーを選択します。
4. 利用可能データベースのリストから「DB2」を見つけて、下矢印をクリックして
利用可能なステージを表示させます。
5. 「DB2 Connector ステージ」アイコンをパラレル・キャンバスまたはサーバー・
キャンバスにドラッグします。
6. 次の属性を入力および変更できます。
v 「DB2 コネクター・ステージまたはリンクの名前」。コネクターまたはリン
クのデフォルト名を変更します。最大 255 文字まで入力できます。もう 1 つ
の方法として、パラレル・キャンバスでステージまたはリンクの名前を変更す
ることができます。
v 「バリアント」。このリストは、このコネクターのステージ・エディターのプ
ロパティーを提供するライブラリー・ファイルを含みます。このフィールドは
アプリケーションに固有で、デフォルト値も固有です。このステージに使用す
るライブラリーを選択します。
v 「説明」。ステージまたはリンクの説明を入力します。これはオプションで
す。
7. 「保存」をクリックします。

次のタスク
DB2 コネクターをソースとして使用するためのプロパティーを定義します。

データの読み取り
DB2 コネクターを使用して DB2 表からデータを読み取るためには、DB2 コネクタ
ーをデータ処理のソースとして構成します。 DB2 コネクターは SQL ステートメン
トを実行し、その結果を 0 行以上の行のセットとして戻します。ソース・コンテキ
ストで、コネクターは外部の DB2 データ・ソースからデータの抽出または読み取
りを行います。
次の図は、データを読み取るための DB2 コネクターの使用例を示しています。こ
のケースでは、DB2 コネクターはデータを読み取り、そのデータを
DB2_Connector_1 から DB2_Connector_2 にロードします。データを読み取るため
の DB2 コネクターを構成する場合、1 つだけ出力リンクを作成します。下の図で
は、これは DB2_Connector_1 から DB2_Connector_2 へ行を転送するリンクとして
示されています。

第 3 章 DB2 コネクター
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図 1. データの読み取りの例

ソースとしての DB2 コネクターの構成
IBM DB2 Connector ステージをデータ処理のソースとして構成することで、DB2
Connector ステージを使用してデータの読み取りができます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。 出力リ
ンクを編集して、DB2 Connector ステージをソースとしてセットアップします。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、接続の作成に使用するインスタ
ンス、データベース、ユーザー名、およびパスワードを指定します。
4. 「代替コンダクター設定」フィールドに、コンダクター・ノードで使用する代替
接続設定を用意するかどうかを指定します。 デフォルト値は「いいえ」です。
「はい」を選択した場合、サブプロパティーの値を設定する必要があります。そ
のサブプロパティーとは、代替接続に使用するインスタンス、データベース、ユ
ーザー名、および、パスワードです。
5. 該当する場合、データ接続を指定するために、以下のいずれかのオプションを選
択します。
オプション

説明

ロード

リポジトリーから既存のデータ接続をロード
します。

テスト

データ・ソースに対する接続をテストしま
す。

6. 「保存」をクリックして、指定した接続設定を保存します。

列定義のセットアップ
読み取り処理と書き込み処理の列定義のセットアップは、同じような方法で行いま
す。また、列グリッドをカスタマイズしたり、後で使用するために列定義を保存し
たり、事前に定義した列定義をリポジトリーからロードしたりできます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
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2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。そのあと、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. 行の各セルで、セルをダブルクリック
し、必要なオプションを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウに、列
メタデータを入力します。

5. 複数の列でメタデータを共有するには、メタデータを共有する複数の列を選択し
ます。
a. 右クリックし、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウに適切な情報を入力し、「OK」をクリックしま
す。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。「OK」をクリックしま
す。

データの読み取り用のプロパティーの定義
データの読み取り時に IBM DB2 コネクターがジョブ内でどのように作動するかを
構成する必要があります。

始める前に
DB2 コネクターのデータベース接続を構成する必要があります。

第 3 章 DB2 コネクター
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「使用法」セクションの「プロパティー」タブで、このコネクターがジョブでど
のように作動するかを指定します。
a. 「SQL を生成」フィールドに、実行時に SQL ステートメントを生成するか
どうかを指定します。
b. 「表」フィールドに、読み取る表を指定します。
c. DDL ステートメントおよび DML ステートメントの全オブジェクト名の大/
小文字を保持する場合は、「識別子を引用符で囲む」フィールドに「はい」
を指定します。 デフォルトは「いいえ」です。
d. 「BEFORE または AFTER SQL」フィールドに、データ処理の前または後
に SQL ステートメントを実行するかどうかを指定します。
5. 「OK」をクリックして保存します。

ノーマル・ルックアップ処理の構成
データベース・ステージによって読み取られるデータは、Lookup ステージへの参照
データとして使用できます。デフォルトでは、この参照データは、他の参照リンク
と同様に、メモリーにロードされます。ノーマル・ルックアップ処理を実行する
と、DB2 コネクターはすべてのレコードを取り出して、Lookup ステージでレコー
ドを処理できるようにします。

始める前に
最初にルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。また、Lookup ステージ
の入力ステージと Lookup ステージの出力ステージに列を定義する必要もありま
す。

手順
1. 「DB2 Connector ステージ」をダブルクリックして、「リンク・プロパティー」
ウィンドウを開きます。
2. 「ルックアップ・タイプ」ドロップダウン・リストから「ノーマル」を選択しま
す。
3. 「列」タブをクリックして、コネクターの接続先のデータベースから使用する列
を定義します。
4. 「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 接続プロパティーを「接続」セクションに定義してテストします。
b. 「使用法」セクションで、自動生成 SQL ステートメントを使用するか、ユ
ーザー定義 SQL ステートメントを使用するかを指定できます。「キー」を
「はい」または「いいえ」として指定します。
v 「SQL を生成」を「はい」と指定した場合、「表名」を指定し、次に
Lookup ステージの「列」タブで「キー」列を選択します。「キー」列を指
定するには、必要な列を 1 次リンクから参照リンクにドラッグします。こ
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の構文はスパース・ルックアップ処理で取り出されるレコード数とは対照
的に、多くのレコードが取り出されることを意味することに注意してくだ
さい。
v 「SQL を生成」を「いいえ」と指定した場合は、Lookup ステージの
「列」タブで「キー」列を選択します。「キー」列を指定するには、必要
な列を 1 次リンクから参照リンクにドラッグします。「SELECT ステー
トメント」プロパティーを指定します。使用する SELECT ステートメント
を「SELECT ステートメント」プロパティーに、select * from
table_name フォーマットを使用して入力します。この構文はスパース・ル
ックアップ処理で取り出されるレコード数とは対照的に、多くのレコード
が取り出されることを意味することに注意してください。
c. オプション: 「プロパティー」タブで他のすべてのプロパティーを構成しま
す。
5. 「OK」をクリックして、変更内容を保存します。
6. 入力リンクを出力リンクにマップするには、「Lookup ステージ」をダブルクリ
ックして、ステージ・エディターを開きます。
a. 入力リンクから出力リンクに列をドラッグまたはコピーして、出力リンクに
列を追加します。
b. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
c. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、このレコードを取り込むために、ジョブ
構成にリジェクト・リンクとターゲット・ステージが必要です。
7. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。

スパース・ルックアップ処理の構成
データベース・ステージによって読み取られるデータは、Lookup ステージへの参照
データとして使用できます。デフォルトでは、この参照データは、他の参照リンク
と同様に、メモリーにロードされます。Lookup ステージへの参照リンクとして直接
接続されている場合、DB2 コネクターの「ルックアップ・タイプ」プロパティーを
「スパース」として構成することで、入力されるルックアップ行ごとに、個々の
SQL ステートメントをデータベースに送信することができます。

始める前に
ルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。

このタスクについて
ステージへの入力行の数がデータベース表内の参照行の数より大幅に少ない場合
(1:100 以上)、DB2 コネクターをスパース・ルックアップ処理を実行するように構
成して、入力されるルックアップ行ごとに、個々の SQL ステートメントをデータ
ベースに送信できます。ルックアップ処理ジョブでは、コネクターは入力ステージ
からレコードを受け取ります。次に、コネクターは外部リソース上で直接ルックア
ップ処理を実行します。その後、コネクターは出力レコードを生成します。

第 3 章 DB2 コネクター
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手順
1. 「DB2 Connector ステージ」をダブルクリックして、「リンク・プロパティー」
ウィンドウを開きます。
2. 「ルックアップ・タイプ」ドロップダウン・リストから「スパース」を選択しま
す。
3. 「列」タブをクリックして、コネクターの接続先のデータベースから使用する列
を定義します。
4. 「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 接続プロパティーを「接続」セクションに定義してテストします。
b. 「使用法」セクションで、自動生成 SQL ステートメントを使用するか、ユ
ーザー定義 SQL ステートメントを使用するかを指定できます。「SQL を生
成」を「はい」または「いいえ」として指定します。
v 「SQL を生成」を「はい」と指定した場合、「表名」を指定し、「列」タ
ブで「キー」列の詳細を指定します。
v 「SQL を生成」を「いいえ」と指定した場合は、SELECT ステートメン
ト」プロパティーを指定します。SELECT ステートメントの選択部分のア
スタリスク・ワイルドカード (*) は、スパース・ルックアップでは機能し
ません。したがって、データベースのすべての列をコンマで区切って指定
します。このルックアップでは使用しない場合でも、「列」タブですべて
の列を指定する必要があります。その後、列内の不要なフィールドを削除
できます。次に、SELECT ステートメントの最初の部分の構文例を示しま
す: select Field001,Field002,Field003
c. 「プロパティー」タブで「表名」を指定し、ルックアップを実行する
WHERE 節を指定します。WHERE 節に続くキー列にはワード
ORCHESTRATE と列名の先頭にピリオドが必要です。ORCHESTRATE は、
大文字でも小文字でも構いません。例えば、ORCHESTRATE.Field001 のように
指定します。 次の SELECT ステートメントは、WHERE 節の正しい構文の
例を示しています。 select Field001,Field002,Field003 from MY_TABLE
where ORCHESTRATE.Field001 = Field001。
d. オプション: 「プロパティー」タブで他のすべてのプロパティーを構成しま
す。
5. 「OK」をクリックして、変更内容を保存します。
6. 入力リンクを出力リンクにマップするには、「Lookup ステージ」をダブルクリ
ックして、ステージ・エディターを開きます。
a. 入力リンクから出力リンクに列をドラッグまたはコピーして、出力リンクに
列を追加します。
b. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
c. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、このレコードを取り込むために、ジョブ
構成にリジェクト・リンクとターゲット・ステージが必要です。
7. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。
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データの書き込み
DB2 コネクターを使用して DB2 表にデータを書き込むためには、DB2 コネクター
をデータ処理のターゲットとして構成します。 DB2 コネクターは SQL ステートメ
ントを実行し、その結果を 0 行以上の行のセットとして戻します。ターゲット・コ
ンテキストで、コネクターは外部の DB2 データ・ソースに接続し、必要に応じて
データの挿入、更新、または削除を行います。
次の図は、データを書き込むための DB2 コネクターの使用例を示しています。こ
のケースでは、DB2 コネクターは DB2_Connector_1 からデータを読み取り、その
データを DB2_Connector_2 にロードします。その後、DB2 コネクターは、必要に
応じて DB2_Connector_2 に対してデータの挿入、更新、または削除を行います。
図 2. データの書き込みの例

ターゲットとしての DB2 コネクターの構成
DB2 コネクターをデータ処理のターゲットとして構成することで、DB2 Connector
ステージを使用してデータの書き込みができます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「DB2 Connector ステージ」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。 入力リ
ンクを編集して、DB2 Connector ステージをターゲットとして構成します。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、DB2 コネクターの接続設定を
指定します。
4. 該当する場合、データ接続を指定するために、以下のいずれかのオプションを選
択します。
オプション

説明

ロード

リポジトリーから既存のデータ接続をロード
します。

テスト

データ・ソースに対する接続をテストしま
す。

5. 「保存」をクリックして、指定した接続設定を保存します。

列定義のセットアップ
読み取り処理と書き込み処理の列定義のセットアップは、同じような方法で行いま
す。また、列グリッドをカスタマイズしたり、後で使用するために列定義を保存し
たり、事前に定義した列定義をリポジトリーからロードしたりできます。
第 3 章 DB2 コネクター
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。そのあと、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. 行の各セルで、セルをダブルクリック
し、必要なオプションを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウに、列
メタデータを入力します。

5. 複数の列でメタデータを共有するには、メタデータを共有する複数の列を選択し
ます。
a. 右クリックし、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウに適切な情報を入力し、「OK」をクリックしま
す。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。「OK」をクリックしま
す。

データの書き込み用のプロパティーの定義
データの書き込み時に IBM DB2 コネクターがジョブ内でどのように作動するかを
構成する必要があります。
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始める前に
DB2 コネクターのデータベース接続を構成する必要があります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
a. 「書き込みモード」を指定します。
b. 「表名」フィールドに、データの書き込みに使用する SQL ステートメント
で使用する宛先表の名前を指定します。 書き込みモードの場合、表が存在し
ている必要があります。表の「作成」アクションまたは「置換」アクション
を使用して、実行時に表を作成できます。表名は、データ定義言語 (DDL) ス
テートメントを生成するために使用されます。表名を指定する必要があるの
は、書き込みモードが「バルク・ロード」に設定されている場合、「SQL を
生成」プロパティーが「はい」に設定されている場合、あるいは、「表のア
クション」プロパティーが「作成」、「ドロップ」、または「切り捨て」に
設定されている場合です。
c. 「SQL を生成」フィールドに、実行時に SQL ステートメントを生成するか
どうかを指定します。
d. DDL ステートメントおよび DML ステートメントの全オブジェクト名の大/
小文字を保持する場合は、「識別子を引用符で囲む」フィールドに「はい」
を指定します。 デフォルトは「いいえ」です。
e. 「SQL」フィールドに、適切な SQL ステートメントを指定します。
f. 「表のアクション」フィールドに、表の作成方法、あるいは既存の宛先表内
の行の編集方法または挿入方法を指定します。
g. 「BEFORE または AFTER SQL」フィールドに、データ処理の前または後
に SQL ステートメントを実行するかどうかを指定します。
4. 「OK」をクリックします。

データのバルク・ロード用のプロパティーの定義
IBM DB2 コネクターが提供するバルク・ロード機能を使用すると、大量のデータを
新規または既存のデータベース表に効率よく移動することができます。バルク・ロ
ード処理は、ラージ・オブジェクト (LOB) やユーザー定義タイプ (UDT) を含む、
ほとんどのデータ・タイプを扱うことができます。

始める前に
v このステージの接続プロパティーのユーザー名に、指定したバルク・ロード・プ
ロパティーを使用するための正しいデータベース権限と特権があることを確認し
てください。詳しくは、DB2 LOAD コマンドと ロード権限を説明している関連ト
ピックを参照してください。
v バルク・データをファイルからロードするには、File ステージを DB2 Connector
ステージの入力としてセットアップします。 ロードの全体のレコード・サイズ
は、パラレル・トランザクション・エンジンによって課せられる制限の影響を受
けます。ただし、LOB が参照によって受け渡される場合は、制限はありません。
第 3 章 DB2 コネクター
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、入力リンクを選択します。
3. 「使用法」カテゴリーの「プロパティー」タブにある「書き込みモード」フィー
ルドで、「バルク・ロード」を選択します。
4. 「表名」フィールドで、データのロード先の表の名前を指定します。スキーマ名
がユーザー名に指定した値と異なる場合は、schema.name のフォーマットの完全
修飾表名を使用してください。
5. バルク・ロード・プロパティーに適切な値を指定します。
6. DB2 パーティション・データベースに書き込むロードの場合、「パーティショ
ン・データベース構成」カテゴリーを展開して、「はい」を選択します。パーテ
ィション・データベース・プロパティーに適切な値を指定します。
7. 「OK」をクリックします。

書き込み処理のデータ・パーティション
入力データを IBM DB2 データベースに書き込む前にパーティション化またはコレ
クティングする方法を指定します。また、書き込む前にデータをソートするように
指定することもできます。

始める前に
パーティション・タイプまたはコレクション・タイプの使用可能性は、DB2 コネク
ター・ジョブの実行をパラレル・モードにデザインしているか、あるいは、順次モ
ードにデザインしているかによって異なります。
v DB2 Connector ステージがパラレル・モードで実行されるように設定されている
場合は、「パーティション・タイプ」リストが使用可能になります。リストから
特定の方式を選択すると、現在のパーティション方式はオーバーライドされま
す。
v DB2 Connector ステージが順次モードで実行されるように設定されていて、先行
するステージがパラレル・モードで実行されるように設定されている場合は、
「コレクション・タイプ」リストが使用可能になります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「パーティション」タブをクリックします。
4. 「パーティション・タイプ/コレクション・タイプ」リストから、パーティショ
ン・タイプを選択します。書き込むデータに DB2 データのパーティション方式
またはコレクション方式を適用する場合は、「DB2」を選択します。「パーティ
ション・タイプ」リストの横の「プロパティー」アイコンをクリックして、DB2
データベース、インスタンス、および表を指定してください。
5. 「OK」をクリックします。
書き込み処理のデータのソート:
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「ソート」オプションが利用可能かどうかは、ステージ・エディターの「パーティ
ション」タブで選択したパーティション方式またはコレクション方式によって異な
ります。「自動」あるいは「DB2 コネクター」パーティション・タイプまたはコレ
クション・タイプを選択している場合は、データをソートできません。
手順
1. 「ソート」チェック・ボックスを選択します。
2. 前にソートしたデータ・セットを保存するには、以下のオプションのいずれか、
または両方を選択してください。
v 前にソートしたデータ・セットを保存する場合、「ステーブル」チェック・ボ
ックスを選択します。
v ソート・キー値が同一の複数レコードのうち 1 つのレコードのみを保存する
場合は、「ステーブル」と「ユニーク」の両方を選択してください。この場
合、同一のソート・キー値を持つ複数レコードの最初のレコードが保存されま
す。
3. 「OK」をクリックします。

データ・ソートのキー列の定義:
ソートのキー列と、ソートするデータの列を定義できます。
手順
1. 「利用可能」リストで列をクリックすると、その列が「選択済み」リストに移動
します。
2. 「OK」をクリックします。

ソート順、大/小文字の区別、および照合シーケンスの定義:
ステージ・エディターで、書き込むデータのソート順、大/小文字の区別、および照
合シーケンスを定義できます。
手順
1. 「選択済み」リストに移動した列のいずれかを右クリックします。
2. ショートカット・メニューから、適切なオプションを選択します。各国語サポー
ト (NLS) が有効であれば、ソート処理の照合ロケールを指定できます。照合ロ
ケールは、選択されたロケールに適した優先順位規則を指定します。
a. 「ソート」領域で「プロパティー」アイコンをクリックします。
b. 「ソート・プロパティー」ウィンドウで、リストから照合ロケールを選択し
ます。
3. 「OK」をクリックします。

参照リンクを使用したデータのルックアップ
IBM DB2 コネクターを使用して、データを DB2 表から直接ルックアップすること
ができます。この際、参照リンクにより DB2 Connector ステージを Lookup ステー
ジにリンクします。Lookup ステージは、処理ステージです。このステージを使用し
て、データを出力できる他のパラレル・ジョブ・ステージからメモリーに読み取ら
れたデータ・セット上でルックアップ処理を実行します。それぞれの参照リンクに
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対して条件を指定できるため、このステージでは、条件が満たされている場合にの
み、その参照リンク上でルックアップを実行します。

このタスクについて
参照リンクは、表のルックアップ処理を表します。参照リンクは、Lookup ステージ
への入力リンクおよび他のタイプのステージ (例えば、DB2 Connector ステージな
ど) からの出力リンクとして使用できます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバス上で、「DB2 コネクター」アイコンと「Lookup
ステージ」アイコンをジョブ・デザイン・キャンバスにドラッグします。
(「Lookup ステージ」は、「パレット」メニューの「処理」カテゴリーにありま
す。)
2. DB2 Connector ステージから Lookup ステージへリンクをドラッグすることで、
これらのステージを結合します。
3. リンクを右クリックして、メニューから「参照に変換」を選択します。 直線が
破線に変わり、このリンクが参照リンクであることを示します。
4. 「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリックして、DB2 Connector ステー
ジ・エディターを開きます。
5. ステージ・エディターで、そのステージのデータベース接続情報を定義して、そ
の後で、参照リンクの読み取り処理を定義します。 終了したら、「OK」をクリ
ックします。
6. 「Lookup ステージ」アイコンをダブルクリックして、Lookup ステージ・エデ
ィターを開きます。
7. 「Lookup ステージ」のルックアップ処理を定義します。 エディターの左のペ
インに入力リンクが示され、右のペインに出力リンクが示されます。これらのリ
ンクのメタデータが、このペインの下に表示されます。Lookup ステージでは、1
次リンクからのソース・データ・セットのレコードごとに、参照リンクによって
アタッチされた各ルックアップ・テーブル上でテーブル・ルックアップを実行し
ます。テーブル・ルックアップは、ルックアップ・キー列のセット (テーブルご
とに 1 セット) の値に基づきます。
8. 「OK」をクリックします。

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

始める前に
v コネクターと必須リンクを含むジョブを作成します。
v データベースへの接続を定義します。
v リンクに列定義をセットアップします。
v 書き込みモードとターゲット表を指定します。
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このタスクについて
リジェクト・リンクを構成する場合は、レコードをリジェクトして、リジェクトさ
れたレコードを受け取るターゲット・ステージに送信するタイミングを制御する 1
つ以上の条件を選択します。また、レコードが失敗したときに生成される、エラ
ー・コードとエラー・メッセージの組み込みを選択することもできます。リジェク
ト・リンクを定義していない場合、またはリジェクト・リンクは定義しているが、
失敗したレコードが指定されたどのリジェクト基準にも一致しない場合、コネクタ
ーは致命的エラーを報告し、ジョブを停止します。
コネクターに複数の入力リンクがある場合は、複数のリジェクト・リンクを指定で
きます。「リンクからリジェクト」フィールドを使用して、リジェクト・リンクに
関連付ける入力リンクを指定します。

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

ジョブ・パラメーターの指定
実行時にプロパティーの値を設定あるいは変更できるように IBM DB2 コネクタ
ー・ジョブにパラメーターを定義することができます。ステージ・エディターで、
パラメーターをサポートするすべてのプロパティーのパラメーターを作成、選択、
あるいは削除できます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを作成するプロパティーをクリ
ックします。プロパティーがパラメーターに対応している場合、「ジョブ・パラ
メーターを使用」ボタンが表示されます。
4. 必要に応じて、パラメーターを作成、選択、または削除します。
5. 「OK」をクリックします。

ジョブ・パラメーター作成
実行時にプロパティーの値を設定あるいは変更したい場合は、ジョブ・パラメータ
ーを作成します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを作成するプロパティーをクリ
ックします。プロパティーがパラメーターに対応している場合、「ジョブ・パラ
メーターを使用」ボタンが表示されます。
4. 「ジョブ・パラメーターを使用」ボタンをクリックして、「新規パラメーター」
を選択します。
5. 次のフィールドに値を指定します。
a. 「パラメーター名」: パラメーターの名前を指定します。このフィールドの値
に、BASIC プログラミング言語のキーワードを指定してはいけません。この
値は、名前の先頭および末尾に番号記号 (#) がついて、「プロパティー」フ
ィールドに表示されます。
b. 「プロンプト」: このパラメーターに対して表示するプロンプトを指定しま
す。
c. 「タイプ」: パラメーターのタイプを指定します。デフォルトのタイプは、こ
のパラメーターのプロパティー・タイプと一致します。

28

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

d. オプション: 「デフォルト値」: このパラメーターに対して表示する値を指定
します。この値は、実行時に変更することができます。
e. オプション: 「ヘルプ・テキスト」: このパラメーターに対して表示するヘル
プ・テキストを指定します。
6. 「OK」をクリックします。

例
この例では、さまざまなデータ・ソースに対して同じジョブを実行します。ジョブ
を作成する際、データ・ソース、ユーザー名、およびパスワードのプロパティーに
対するジョブ・パラメーターを定義して、コネクターが、実行時にユーザーにより
指定されたデータ・ソースに接続できるようにします。これらのパラメーターの値
は、InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター でジョブを実行するとき
に、「ジョブ実行オプション」ウィンドウで変更できます。その後、コネクター
は、指定された値を使用してデータ・ソースに接続します。

ジョブ・パラメーターの選択
IBM DB2 コネクター・ジョブに既に定義されているパラメーターを再利用する場
合、既存のパラメーターを選択します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを選択するプロパティーをクリ
ックします。プロパティーのパラメーターを選択できる場合は、「ジョブ・パラ
メーターを使用」ボタンが表示されます。
4. 「ジョブ・パラメーターを使用」ボタンをクリックして、リストからパラメータ
ーを選択します。
5. 「OK」をクリックします。

ジョブ・パラメーターを削除
IBM DB2 コネクター・ジョブで、もはや必要とされなくなったパラメーターは削除
します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを削除するプロパティーをクリ
ックします。
4. 「ジョブ・パラメーターを使用」ボタンをクリックして、「パラメーターのクリ
ア」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

第 3 章 DB2 コネクター

29

データ・バッファリングの定義
パフォーマンスを向上させ、ボトルネックを解決するために、 IBM DB2 Connector
ステージの入力データおよび出力データのバッファリング方法を指定できます。通
常、バッファーのサイズと処理は、すべてのステージのすべてのリンクで同じです
が、特定のリンクの設定を変更することができます。

このタスクについて
重要: デフォルトでは、データは、デッドロックが発生しないようにバッファリン
グされます。不適切な値を設定するとデッドロックが発生するので、データ・バッ
ファリングの設定の変更には注意が必要です。
「高度」タブ上のプロパティーを変更すると、リンクのもう一方のステージの「高
度」タブも自動的に変更されます。
データ・バッファリングの設定を変更するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 コネクター」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「高度」タブで「バッファリング・モード」を選択し、必要な値を指定します。
4. 「OK」をクリックして、変更を保存し、ステージ・エディターを閉じます。
プロパティーの詳細については、「ヘルプ」をクリックしてください。

データ・タイプの変換
IBM InfoSphere DataStage は、DB2 SQL データ・タイプと異なる SQL データ・タ
イプのセットをサポートします。
DB2 コネクターを介してメタデータをインポートしたり、DB2 コネクターを使用し
てデータを読み取る際に、DB2 Connector ステージは、DB2 データ・タイプを
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。反対に、DB2 コネクターを介
してデータをターゲット DB2 表に書き込むときに、InfoSphere DataStage データ・
タイプは DB2 データ・タイプに変換されます。

DB2 から DataStage へのデータ・タイプ変換
データの読み取り時に、DB2 Connector ステージは、DB2 データ・タイプを
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。
同様に、メタデータは DB2 コネクターによってインポートされた後、 DB2 デー
タ・タイプが IBM InfoSphere DataStage データ・タイプに変換されます。以下の表
に、DB2 データ・タイプとInfoSphere DataStage データ・タイプの間のマッピン
グ・ルールを示します。
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表 4. DB2 データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ
DB2 データ・タイプ

InfoSphere DataStage データ・タイプ

CHAR、254

SQL_CHAR

VARCHAR、32762

SQL_VARCHAR

LONGVARCHAR、32700

SQL_LONGVARCHAR

DECIMAL

SQL_DECIMAL

NUMERIC

SQL_DECIMAL

SMALLINT

SQL_SMALLINT (INT16)

INTEGER

SQL_INTEGER (INT32)

BIGINT

SQL_BIGINT (INT64)

REAL

SQL_REAL

FLOAT (DOUBLE と同じ)

SQL_FLOAT

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

DATE

SQL_DATE

TIME

SQL_TIME

TIMESTAMP

SQL_TIMESTAMP

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARBINARY

LONGVARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARBINARY

GRAPHIC、127 2 バイト文字セット

SQL_WCHAR

VARGRAPHIC、16336 2 バイト文字セット

SQL_WVARCHAR

LONGVARGRAPHIC、16350 2 バイト文字セ
ット

SQL_LONGWVARCHAR

DECFLOAT

SQL_DECIMAL

XML

SQL_WVARCHAR

メタデータのインポート時に「XML 列は LOB」オプションを選択することで、
XML データ・タイプを LOB としてインポートできます。XML 列は、
string、ustring、LOB データ・タイプのいずれかに対応させることができます。

DataStage から DB2 へのデータ・タイプ変換
データの書き込み時に、DB2 Connector ステージは、InfoSphere DataStage データ・
タイプを DB2 データ・タイプに変換します。
中には、InfoSphere DataStage データ・タイプから DB2 データ・タイプへの正確な
変換が存在しない場合があります (例えば、DB2 データ・タイプ GRAPHIC および
XML などです)。
以下の表に、InfoSphere DataStage データ・タイプと DB2 データ・タイプの間のマ
ッピング・ルールを示します。
表 5. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する DB2 データ・タイプ
InfoSphere DataStage データ・タイプ

DB2 データ・タイプ

SQL_BIGINT

BIGINT
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表 5. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する DB2 データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage データ・タイプ

DB2 データ・タイプ

SQL_BINARY

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BIT

サポートされない

SQL_CHAR

CHAR

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION

SQL_FLOAT

FLOAT

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARCHAR

LONGVARCHAR

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

TIME

SQL_TIMESTAMP

TIMESTAMP

SQL_TINYINT

SMALLINT

SQL_VARBINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARCHAR

VARCHAR

SQL_DECIMAL

DECFLOAT

DB2 コネクター・ジョブのコンパイルと実行
DB2 コネクター・ジョブをコンパイルして、スケジュールに入れて実行することが
できる実行可能スクリプトにします。

手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage Designer クライアントで、コンパイルす
るジョブを開きます。
2. 「コンパイル」ボタンをクリックします。
3. 「コンパイル状況」領域にエラーが表示された場合は、ジョブを編集して、エラ
ーを解決します。エラーの解決後、「リコンパイル」ボタンをクリックします。
4. ジョブのコンパイルが正常に終了したときは、「実行」ボタンをクリックし、ジ
ョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 実際にデータの抽出、変換、書き込みを行わずに、ジョブが正常に実行され
ることを検証する場合は、「検証」ボタンをクリックします。
c. データの抽出、変換、書き込みを行う場合は、「実行」ボタンをクリックし
ます。
5. ジョブの検証または実行の結果を次の手順で表示します。
a. Designer Clientで、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を選択して、
Director Clientを開きます。
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b. 「状況」列で、ジョブが検証されたことまたは正常に完了したことを確認し
ます。
c. ジョブの実行または検証が失敗した場合は、「表示」 > 「ログ」を選択し
て、実行時の問題を特定します。
6. ジョブの実行時に問題が発生する場合は、ジョブが正常に完了するまで、問題の
修正、ジョブのリコンパイル、検証 (オプション)、および実行を行います。

z/OS へのバルク・ロード用の DB2 コネクターのプロパティー
DB2 for z/OS® 上でバルク・ロードを実行するために、IBM DB2 コネクターのバ
ルク・ロード・プロパティーを設定します。
バルク・ロード・プロパティーを使用可能にするには、「書き込みモード」を「バ
ルク・ロード」に設定し、「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」は「はい」を選
択する必要があります。
ロード方式
入力データを DB2 for z/OS にロードするときに使用するロード方式を指定
します。選択するロード方式に応じて、それぞれのプロパティーが使用可能
になります。
DB2 for z/OS に対してバルク・ロード処理を実行することを選択した場
合、ロード方式は必須プロパティーです。有効な値は次のとおりです。
v MVS™ データ・セット
v バッチ・パイプ
v USS パイプ
転送

DB2 for z/OS にデータを転送するための転送プロパティーを設定します。
詳しくは、 36 ページの『転送プロパティー』を参照してください。

DSN 接頭部
MVS データ・セット名の接頭部は、データ・セットまたはバッチ・パイプ
の名前を構成するために使用されます。このプロパティーは、ロード方式と
して「MVS データ・セット」を選択した場合に限り使用可能です。名前を
指定しなければ、データベース・ユーザー ID が接頭部として使用されて、
適切な名前が構成されます。
v データ・ファイルは prefix.IN##### という名前が付けられます。ここで、
##### はパーティション番号です。ロードされる表がパーティション化さ
れていなければ、00000 が使用されます。
v 廃棄ファイルは prefix.DSC##### という名前が付けられます。ここで、
##### はパーティション番号です。ロードされる表がパーティション化さ
れていなければ、00000 が使用されます。
v 作業ファイルは prefix.WORK1 と prefix.WORK2 という名前が付けられま
す。
v エラー・ファイルは prefix.SYSERR という名前が付けられます。
v マップ・ファイルは prefix.SYSMAP という名前が付けられます。
バッチ・パイプ・システム ID
バッチ・パイプ・システムの名前を指定します。
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このプロパティーは、ロード方式として「バッチ・パイプ」を選択した場合
に限り使用可能です。このプロパティーは、データがどのように z/OS 上の
DB2 に転送されるかを決定します。このプロパティーの値を指定すると、
z/OS へのデータの転送にバッチ・パイプが使用されます。
USS パイプ・ディレクトリー
このプロパティーは、ロード方式として「USS パイプ」を選択した場合に
限り使用可能です。このプロパティーは、データの転送に USS パイプを使
用することを指示します。これには、パイプが作成されるディレクトリーの
名前を指定します。このプロパティーの値は、完全修飾の USS ディレクト
リー名でなければなりません。
ファイルのみ
z/OS 上にデータ・ファイルを作成するには、「ファイルのみ」プロパティ
ーを使用します。
「ファイルのみ」プロパティーはオプションです。このプロパティーの有効
な値は、「はい」と「いいえ」です。「はい」を選択すると、データ・ファ
イルが z/OS 上に作成されますが、ロード・ユーティリティーは呼び出され
ません。
注: バッチ・パイプのシステム ID が指定されている場合、このプロパティ
ーに「はい」は選択できません。
デバイス・タイプ
「デバイス・タイプ」プロパティーは、データ・セットの割り振りに使用さ
れるデバイス・タイプの識別に使用されます。
このプロパティーはオプションです。値を指定しなければ、SYSDA がデフ
ォルト値です。
パーティション番号
ロードされるパーティションを指定します。
「パーティション番号」プロパティーはオプションです。このプロパティー
の値は、整数でなければなりません。値を指定しなければ、データはすべて
のパーティションにロードされます。
推定行カウント
「推定行カウント」プロパティーを使用して、結合されたすべてのパーティ
ションにロードされる行数の推定値を指定します。
この推定値は、データ・セットに割り振るディスク・スペースの総量の計算
に使用されます。「推定行カウント」プロパティーはオプションです。この
プロパティーの値は、整数でなければなりません。値を指定しなければ、
1000 がデフォルト値です。
統計

「統計」プロパティーを使用して、ロードの最後に表示する統計を指定しま
す。
「統計」プロパティーはオプションです。有効な値は、「なし」、「すべ
て」、「索引」、「表」です。「なし」がデフォルト値です。

ユーティリティー ID
「ユーティリティー ID」プロパティーを使用して、DB2 の中でロード・ユ
ーティリティーの実行の識別に使用する名前を指定します。
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「ユーティリティー ID」プロパティーはオプションです。
ロギングありでロード
「ロギングありでロード」プロパティーを使用して、ロード処理の間にロギ
ングを行うかどうかを指示します。
「ロギングありでロード」プロパティーはオプションです。有効な値は「い
いえ」と「はい」です。値を指定しなければ、「いいえ」が使用されます。
コピー保留の設定
「コピー保留の設定」プロパティーを使用して、表スペースがコピー保留状
況に設定されるかどうかを指定します。
「コピー保留の設定」プロパティーはオプションです。このプロパティーの
有効な値は、「いいえ」と「はい」です。値を指定しなければ、「いいえ」
がデフォルト値です。
注: このプロパティーは、「ロギングありでロード」の値が「いいえ」の場
合に適用できます。
エンコード
「エンコード」プロパティーを使用して、入力データ・セットのエンコード
方式を指定します。詳細は、 37 ページの『エンコード・プロパティー』プ
ロパティーを参照してください。
イメージ・コピー機能
このグループの中のプロパティーを使用して、イメージ・コピー・ファイル
とリカバリー・ファイルの詳細を指定します。バルク・ロード・ジョブが完
了した後に、イメージ・コピー機能を実行するかどうかを指定します。
このプロパティーの有効な値は次のとおりです。
v 並行
v 全部
v 増分
v いいえ (デフォルト)
有効な値を選択したときに表示されるプロパティーに値を指定することで、
イメージ・コピー機能を構成できます。
スコープ
イメージ・コピーのスコープを指定します。有効な値は「全部」お
よび「単一」パーティションです。
イメージ・コピー・ファイル
イメージ・コピー出力ファイルに関する特性を指定します。
イメージ・コピー・バックアップ・ファイル
イメージ・コピー・ファイルを作成するかどうかを指定します。
「イメージ・コピー・バックアップ・ファイル」プロパティーはオ
プションです。このプロパティーの値はブール値でなければなりま
せん。
リカバリー・ファイル
リカバリー・ファイルを作成するかどうかを指定します。
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リカバリー・バックアップ・ファイル
追加のリカバリー・ファイルを作成するかどうかを指定します。
「リカバリー・バックアップ・ファイル」プロパティーはオプショ
ンです。
変更限度パーセント 1
増分イメージ・コピーを作成する時点の、表スペース内の変更ペー
ジの限度をパーセンテージで指定します。このプロパティーの値
は、イメージ・コピーが増分イメージ・コピーと同じである場合に
のみ指定できます。
変更限度パーセント 2
増分イメージ・コピーを作成する時点の、表スペース内の変更ペー
ジの限度をパーセンテージで指定します。このプロパティーの値
は、イメージ・コピーが増分イメージ・コピーと同じであり、しか
も「変更限度パーセント 1」が指定されている場合にのみ指定でき
ます。
レポートのみ
「レポートのみ」ファイル・プロパティーはオプションです。「レ
ポートのみ」は、イメージ・コピーが増分イメージ・コピーと同じ
である場合にのみ指定できます。
システム・ページ
コピー・ユーティリティーがシステム・ページをイメージ・コピ
ー・ファイルの先頭に置く必要があるかどうかを指定します。
変更を許可
コピーの実行中に、他のプログラムが表スペースを更新できるかど
うかを指定します。このプロパティーは、イメージ・コピー機能の
みに有効です。
データ・ファイル属性
DB2 コネクターに接続してバルク・ロード・ジョブを実行するための追加
のオプションを設定します。例えば、z/OS 上にファイルを作成する、特定
のパーティションをロードする、ロードの最後に統計を表示するといったオ
プションを設定します。詳しくは、 37 ページの『データ・ファイル属性』
を参照してください。

転送プロパティー
IBM z/OS 上の DB2 にデータを転送するための転送プロパティーを設定します。
転送タイプ
ロード処理の転送タイプを指定します。デフォルト値は ftp です。
転送先 DB2 for z/OS が実行中の z/OS システムの名前または IP アドレスを入力
します。
ユーザー
ロード処理のユーザーを指定します。ユーザー・プロパティーはオプション
です。このプロパティーの値はストリング値でなければなりません。
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パスワード
ロード処理のパスワードを指定します。ユーザーを指定した場合、パスワー
ドを指定する必要があります。このプロパティーの値は、プロテクトされた
ストリング値でなければなりません。

エンコード・プロパティー
入力データ・セットのエンコード方式を指定するために、エンコード・プロパティ
ーを使用します。
エンコード・プロパティーはオプションです。有効な値は、
EBCDIC、ASCII、UNICODE、および CCSID です。値を指定しなければ、EBCDIC
が使用されます。
文字セット
IBM z/OS に転送されるデータの文字セットを指定します。デフォルト値は
ibm-1047-s390 です。
CCSID
CCSID プロパティーを使用して、入力ファイルのコード化文字セット ID
(CCSID) を指定します。CCSID プロパティーはオプションで、値は整数でなけ
ればならず、括弧で囲んではなりません。

データ・ファイル属性
ロード・ユーティリティーで使用するデータ・セット名を指定します。DB2 コネク
ターに接続してバルク・ロード・ジョブを実行するための追加のオプションを指定
します。
データ・セット・プロパティーの情報は、 38 ページの『データ・セット・プロパテ
ィー』を参照してください。
入力データ・ファイル
ロード・ユーティリティーの入力データ・ファイルを指定します。
廃棄データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーの廃棄データ・セット・プロパティーを指定しま
す。
エラー・データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーのエラー・データ・セット・プロパティーを指定
します。
マップ・データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーのマップ・データ・セット・プロパティーを指定
します。
work1 データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーの work1 データ・セット・プロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。
work2 データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーの work2 データ・セット・プロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。
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データ・セット・プロパティー
z/OS 上の DB2 にデータをロードするための属性をデータ・セット・プロパティー
に割り当てます。
異常終了
ジョブが異常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
データ・クラス
SMS データ・クラス (DATACLAS) を指定します。このプロパティーはオ
プションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなりませ
ん。
データ・セット名
イメージ・コピー・データ・セットの名前を指定します。このプロパティー
はオプションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなり
ません。
管理クラス
SMS 管理クラス (MGMTCLAS) を指定します。このプロパティーはオプシ
ョンです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなりません。
正常終了
ジョブが正常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
バッファー数
バッファー数を指定します。このプロパティーはオプションです。このプロ
パティーの値は、整数でなければなりません。
1 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 1 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
2 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 2 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
スペース・タイプ
z/OS ディスク・スペース割り振りタイプを指定します。「スペース・タイ
プ」プロパティーはオプションです。有効な値は「シリンダー」と「トラッ
ク」です。デフォルト値は「シリンダー」です。
状況

ロード・ユーティリティーが使用する入力データ・セットの処理状況を指定
します。このプロパティーは、バッチ・パイプ・システム ID に値がある場
合は使用不可です。デフォルト値は「置換」です。このプロパティーの有効
な値は次のとおりです。
v 置換: 既存のデータ・セットを削除し、新規データ・セットを作成しま
す。
v 新規: 現在、ファイルは存在しないことを示します。
v 旧: 既存のデータ・セットに上書きします。データ・セットが存在しない
場合は失敗になります。
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v 共有: いくつかのジョブが同時に同じデータ・セットから読み取ることが
できる以外は、「旧」と同じです。
v 追加: 既存のデータ・セットの終わりに追加します。データ・セットが存
在しない場合は新規データ・セットを作成します。
ストレージ・クラス
SMS ストレージ・クラス (STORCLAS) を指定します。このプロパティー
はオプションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなり
ません。
ユニット
デバイス番号、デバイス・タイプ、またはデータ・セットのグループ名を指
定します。
ボリューム
この割り振りのボリューム通し番号のリストを指定します。値は括弧で囲ん
でも、囲まなくてもかまいません。このプロパティーはオプションです。こ
のプロパティーの値は、ストリング値か、コンマで区切られたストリング値
のリストでなければなりません。

トラブルシューティング
DB2 コネクターを使用してジョブを実行している際に検出されるエラーによって
は、トラブルシューティングを実行し、プロパティーや構成に関する値を調整する
ことで修正できる場合があります。
ジョブを実行中にエラーが発生した場合、確実に行がターゲット表に正しく挿入さ
れるようにしてください。行の処理中に、以下の条件のいずれかが発生すると DB2
データベースは処理対象の残りの行をすべてリジェクトします。
v 行が挿入できなくて、「配列サイズ」プロパティーの値が 1 より大きい。
v ソース・データのストリングの定義された長さがターゲット列の定義された長さ
を超えている。
v ソース・データに、ターゲット列の長さを超える文字ストリングを持つ行が含ま
れている。
パフォーマンス向上のためのトラブルシューティングと値の調整
「配列サイズ」プロパティーの値を低くする。
失敗に関する詳細な行レベルの情報を表示するために、「配列サイズ」プロ
パティーの値を 1 に設定します。この使用法プロパティーは、「セッショ
ン」カテゴリー内のステージ・エディターの「プロパティー」タブで変更し
ます。配列サイズを 1 に設定するとパフォーマンスに影響を与える可能性
があります。
適切な開発の手順に従う。
開発プロセスの早期に問題を特定するためには、可能な限り単純なジョブを
定義することから始めて、ジョブが正常に実行できることを確認してから複
雑さを加えるようにしてください。ジョブを頻繁にテストして、ジョブが正
常に実行できるまで、余分な複雑性は追加しないでください。
SQL ビルダーを使用して SQL ステートメントを作成する
SQL コードが正しく作成されていることを確認するために、ステージ・エ
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ディターで SQL ビルダーを使用して SQL ステートメントを作成してくだ
さい。 SQL ステートメントをハンド・コーディングして、問題が発生した
ら、SQL ビルダーを使用してステートメントの再作成を試みてください。
スキーマ調整の問題を回避する
スキーマ調整の問題を回避するために、「コネクター・メタデータのインポ
ート」ウィザードを使用してメタデータをインポートしてください。変わら
ずに問題が発生する場合は、スキーマ調整の使用法プロパティーを変更して
ください。これらのプロパティーは、「セッション」カテゴリー内のステー
ジ・エディターの「プロパティー」タブで変更します。「サイズ不一致で失
敗」および「タイプ不一致で失敗」に「いいえ」を選択してください。
クリーンなデータの使用
データを DB2 Connector ステージに送る前に、Transformer ステージを使用
してデータをクレンジングすることができます。ジョブに Transformer ステ
ージを追加すると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
クライアントとサーバーで同じ文字セットを使用する
ジョブと DB2 データベースが同じ文字セットを使用していることを確認し
てください。プロジェクトあるいはジョブで使用する文字セットが、DB2
データベースに定義されているスキーマ用の文字セットと一致しない場合が
あります。例えば、DB2 データベースが Linux のデフォルトの文字セット
UTF-8 を使用し、ジョブが Microsoft Windows のデフォルトの文字セット
Windows-1252 を使用している場合に、この問題が起こります。この問題を
解決するためには、プロジェクト・レベルあるいはジョブ・レベルで各国語
サポート (NLS) プロパティーを変更し、プロジェクトあるいはジョブが
DB2 データベースと同じ文字セットを使用するようにします。ジョブの
NLS プロパティーを変更するには、「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」
を選択して、「NLS」タブをクリックします。
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第 4 章 DB2 UDB API ステージ
IBM DB2 UDB API ステージを使用して、IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジ
ョブから DB2 データにアクセスできます。

概要
IBM DB2 API は、ネイティブの IBM DB2 環境で SQL ステートメントを処理し
ます。また、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーへのメタデータ定義のネイテ
ィブなインポートを実行したり、ジョブ・デザイン時にデータを参照したりするこ
ともできます。
DB2 UDB API ステージを使用すると、InfoSphere DataStage と IBM DB2 データ
ベースとの間でデータの書き込みやデータの読み取りが可能になります。 DB2
UDB API ステージはパッシブ・ステージで、入力リンク、出力リンク、および参照
出力リンクを複数設定できます。
v 入力リンク。書き込むデータを指定します。このデータは、IBM DB2 データベ
ースにロードする行ストリームです。InfoSphere DataStage で生成された SQL ス
テートメント、またはユーザーが構成した SQL ステートメントを使用して、入
力リンクにデータを指定できます。
v 出力リンク。抽出するデータを指定します。このデータは、IBM DB2 データベ
ースから読み取る行ストリームです。InfoSphere DataStage で生成された SQL
SELECT ステートメント、またはユーザーが構成した SQL SELECT ステートメ
ントを使用して、出力リンクにデータを指定できます。
v 参照出力リンク。SELECT ステートメントの WHERE 節内のキー列を使用し
て、IBM DB2 データベースから読み取られる行を示します。これらのステート
メントは、InfoSphere DataStage で作成することも、ユーザーが指定することもで
きます。キー列は、リンクに指定された列定義によって決まります。
要約すると、このプラグインの目的は、ODBC ステージを使用せずに IBM DB2 デ
ータにアクセスできるようにすることであり、そのために次のネイティブ機能を提
供しています。
v データの読み取りと書き込み (DML)
v 表の作成とドロップ (DDL)
v 表および列定義 (メタデータ) のインポート
v カスタム IBM DB2 プロパティー・エディターでのネイティブ・データの参照

DB2 UDB API ステージの機能
IBM DB2 プラグインには次の機能があります。
v DRDA® プロトコル (TCP/IP) を使用して、AS/400® システム上の IBM DB2 に
接続します。
v ストリーム入力リンク、ストリーム出力リンク、および参照出力リンクを使用し
ます。
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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v ターゲット IBM DB2 データベースから表定義および列定義をインポートし、リ
ポジトリーに保管します。
v IBM DB2 データを読み取りまたは書き込む SQL ステートメントを自動生成しま
す。 (これをユーザー定義 SQL ステートメントでオーバーライドすることが可
能です。)
v 指定されたターゲット表を自動的にドロップし作成します。 (これをユーザー定
義 SQL ステートメントでオーバーライドすることが可能です。)
v ユーザーの SQL ステートメントを含めるファイル名を使用します。
v IBM DB2 プラグイン・プロパティーを編集するカスタム・ユーザー・インター
フェースを提供します。
v ストアード・プロシージャーを使用します。
v NLS (各国語サポート) をサポートします。
v カスタム・プロパティー・エディターを使用してデータを参照できます。プラグ
インにカスタム GUI を使用して、ターゲット IBM DB2 データベース上にある
サンプルのネイティブ表データを表示できます。
v リジェクト行の処理をサポートします。
次の機能はサポートされません。
v ストリーム入力からの IBM DB2 表のバルク・ロード。このプラグインを使用し
て IBM DB2 データベースに大量のデータを読み取ることができますが、ストリ
ーム入力リンクは、パフォーマンスが重要なロード処理用にデザインされていま
せん。パフォーマンス目的の場合は、DB2 UDB Load ステージを使用する必要が
あります。
v ODBC ステージの代替としての使用。IBM DB2 API ステージは、ODBC ステー
ジを置き換えるものではありません。ODBC ステージは、IBM InfoSphere
DataStage がネイティブ・インターフェースを提供する対象とならないデータにア
クセスする目的で、存続し続けます。IBM DB2 データベースへのアクセスのた
めに ODBC ステージを使用してジョブを作成したユーザーは、このジョブを引
き続き実行できます。
v IBM DB2 データ・タイプ (BLOB および DBCLOB) のラージ・オブジェクト・
ファミリー。

ステージのインストール
IBM DB2 データが AS/400 システム上にある場合、IBM DB2 API ステージには
DRDA プロトコル (TCP/IP) が必要です。
プラグイン・アイコンを右クリックしてショートカット・メニューから「グリッ
ド・スタイル」を選択することにより、一時的にグリッド・スタイル・エディター
を使用できます。プロパティー値でジョブ・パラメーターを使用したい場合、この
エディターを使用します。(数値を要求されるボックスにジョブ・パラメーターを入
力するには、GUI は使用できません。)
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IBM DB2 データベースの環境変数の設定
UNIX プラットフォームでステージが正しく動作するには、特定の環境変数を設定
する必要があります。

このタスクについて
次の環境変数をサーバー・マシンで設定します。
v DB2INSTANCE
v INSTHOME
v LD_LIBRARY_PATH
環境変数 LD_LIBRARY_PATH の実際の名前は、プラットフォームによって異なり
ます。
v プラットフォームが AIX® の場合、LIBPATH を使用します。
v プラットフォームが HP_UX の場合、SHLIB_PATH を使用します。
v プラットフォームが LINUX または Solaris の場合、LD_LIBRARY_PATH を使用
します。

IBM DB2 データベース接続
ステージに含まれる値を編集する際は、グリッドを使用するより、ステージ GUI を
使用するほうが簡単です。ステージ GUI を使用して DB2 UDB API ステージを編
集すると、ステージ・エディター・ダイアログ・ボックスが開きます。このダイア
ログ・ボックスには「ステージ」、「入力」、および「出力」ページがあります
(ステージへの入力、ステージからの出力があるかどうかで異なります)。
v 「ステージ」。このページは、編集しているステージの名前を表示します。「全
般」タブには、 IBM DB2 データベース・サーバー名、ログイン情報、およびジ
ョブの並列処理の制御で必要なトランザクションの分離レベル情報を定義しま
す。「説明」フィールドには、ステージの目的を記述します。このページのプロ
パティーによって、データ・ソースへの接続が定義されます。詳しくは、 44 ペー
ジの『IBM DB2 データ・ソースへの接続』を参照してください。
「NLS」タブでは、ステージで使用される文字セット・マップを定義します。こ
のタブは、InfoSphere DataStage 用の NLS をインストールしている場合に限り、
表示されます。詳しくは、"文字セット・マップの定義"を参照してください。
v 「Input」。このページは、このステージへの入力リンクがある場合にのみ表示さ
れます。このページでは、データ入力リンクごとに、使用する SQL 表と関連付
ける列の定義を指定します。また、ここでデータの書き込み方法を指定したり、
データを表に書き込むときに使用される SQL ステートメントや呼び出し構文も
ここに表示されます。さらに、必要に応じてターゲット表の作成方法やドロップ
方法も指定します。
v 「Output」。このページは、このステージへの出力リンクまたは参照出力リンク
がある場合にのみ表示されます。このページでは、使用する SQL 表と各データ
出力リンクの関連列定義を指定します。1 つ以上の表またはビューからデータを
読み取るときに使用される SQL SELECT ステートメントや呼び出し構文もここ
に含まれます。
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IBM DB2 データベース接続の定義
このタスクについて
ステージ・エディター・ダイアログ・ボックスから DB2 UDB API ステージを定義
するには、以下の手順を実行します。

手順
1. データ・ソースに接続します (『IBM DB2 データ・ソースへの接続』を参照)。
2. オプション: 文字セット・マップを定義します (文字セット・マップの定義を参
照してください)。
3. 入力リンクのデータを定義します (IBM DB2 入力データの定義を参照してくだ
さい)。
4. 出力リンクのデータを定義します (IBM DB2 出力データの定義を参照してくだ
さい)。
5. 「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。変更は、ジョ
ブ・デザインを保存するときに保存されます。

IBM DB2 データ・ソースへの接続
このタスクについて
IBM DB2 接続パラメーターは、「ステージ」ページの「全般」タブで設定します。

手順
1. アクセスするサーバーの名前を「サーバー名」フィールドに入力します。
Windows (Windows 2000 または Windows Server 2003) 上のクライアント構成ア
シスタントまたは UNIX のコマンド行プロセッサーを使用して、InfoSphere
DataStage サーバーである、IBM DB2 データベース・クライアント上の IBM
DB2 データベース・サーバーを構成します。これは、デフォルトを持たない必
須フィールドです。
2. オプションで、データベースへの接続に使用する名前を「ユーザー ID」フィー
ルドに入力します。(このフィールドにユーザー名が指定されないと、データベ
ースは InfoSphere DataStage ジョブを実行しているプロセスのユーザー名を使用
してサーバーに接続します。)
このユーザーは、指定されたデータベース、ソース表、およびターゲット表への
アクセスに必要な特権を持っている必要があります。
3. 指定したユーザー名に関連付けられている任意指定のパスワードを「パスワー
ド」フィールドに入力します。セキュリティーのため、入力した値ではなくアス
タリスクが表示されます。デフォルトはありません。「ユーザー ID」を省略し
た場合、このフィールドは無視されます。
4. 使用する適切なトランザクションの分離レベルを「トランザクション分離」リス
ト (トランザクションの分離レベルを参照) から選択します。このレベルで、ジ
ョブ内のトランザクションと他のトランザクションとの間に必要な並列処理の制
御を行います。このフィールドは必須フィールドで、編集できません。
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5. オプションで、IBM DB2 API ステージの目的を「説明」フィールドに記述しま
す。

トランザクションの分離レベル
「UNCOMMITTED READ」。変更されたデータに排他ロックをかけます。このレ
ベルは READ UNCOMMITTED に相当します。ロックはコミットまたはロールバッ
クが実行されるまで保持されます。ただし、まだコミットされていない変更はほか
のトランザクションからは読み取れますが、変更はできません。ほかのロックはか
けられません。
「CURSOR STABILITY」。変更されたデータに排他ロックをかけ、ほかのデータ
には共用ロックをかけます。これがデフォルトです。このレベルは READ
COMMITTED に相当します。排他ロックはコミットまたはロールバックが実行され
るまで保持されます。まだコミットされていない変更は、他のトランザクションか
らは読み取れません。共用ロックはデータが処理された直後に解除され、他のトラ
ンザクションがデータ変更できるようにします。
「READ STABILITY」。REPEATABLE READ と同じですが、幻像読み取り行が
表示されることがあります。
「REPEATABLE READ」。SERIALIZABLE に相当します。このレベルでは、変更
するデータに排他ロックをかけ、ほかのすべてのデータには共用ロックをかけま
す。トランザクション中に参照したデータをほかのトランザクションが変更しない
よう、すべてのロックはコミットまたはロールバックが実行されるまで保持されま
す。
トランザクションの分離レベルに関する IBM DB2 の用語は ANSI の用語と異なり
ます。このため、各オプションは Informix® CLI ステージなどの他のステージのオ
プションとは異なっています。

文字セット・マップの定義
このタスクについて
ステージの文字セット・マップを定義できます。これは、「ステージ」ページに表
示される「NLS」タブで行います。「NLS」タブは、NLS がインストールされてい
る場合にのみ表示されます。
プロジェクトまたはジョブには、デフォルトの文字セット・マップが定義されてい
ます。リストからマップ名を選択することで、マップを変更できます。
「ジョブ・パラメーターを使用...」をクリックして、ジョブのパラメーター値を指定
します。#Param# の形式を使用します。ここで、Param はジョブ・パラメーターの
名前です。ストリング #Param# は、ジョブが実行されるときに、ジョブ・パラメー
ターに置き換えられます。
「すべてのマップを表示」では、IBM InfoSphere DataStage に付属のすべてのマッ
プがリストされます。「ロードしたマップのみ」では、現在ロードされているマッ
プのみがリストされます。
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IBM DB2 入力データの定義
IBM DB2 データベース内の表にデータを書き込むと、DB2 UDB API ステージに
は入力リンクができます。ステージ・エディターのダイアログ・ボックスにある
「入力」ページで、このリンクのプロパティーとデータの列定義を定義します。

「全般」タブ
このタブを使用して、DB2 UDB API ステージの入力リンクから、どのように SQL
ステートメントを作成するか指示します。
このタブは、デフォルトで表示されます。これには次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。SQL ステートメントの作成方法を決定します。次のオプション
があります。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。「SQL ビルダー」ボタンと「更新アクシ
ョン」プロパティーが表示されます。これは、新規ジョブのデフォルト値で
す。
– 「「オプション」タブと「列」タブから更新アクションを生成」。「更新アク
ション」プロパティーが表示されます。「オプション」タブと「列」タブから
の値と、「更新アクション」の設定を使用して、SQL を生成します。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。ユーザー定義 SQL ステートメン
トを使用してデータを書き込みます。これは、ステージで生成されたデフォル
トの SQL ステートメントをオーバーライドします。このオプションを選択し
た場合、「SQL」タブに SQL ステートメントを入力します。
v 「SQL ビルダー」。SQL ビルダーを開きます。
v 「更新アクション」。ターゲット表の更新に使用する、ステージによって生成さ
れる SQL ステートメントを指定します。更新アクションによっては、行の更新
または削除にキー列が必要なことがあります。デフォルトは「クリアせずに行を
挿入」です。次のいずれかのオプションを選択します。
– 「クリアせずに行を挿入」。表に新しい行を挿入します。「SQL」ボタンをク
リックすると、「挿入」ページが開きます。
– 「表をクリアしてから行を挿入」。表の内容を削除してから、新しい行を挿入
します。「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。
– 「既存の行のみを削除」。入力行と同一のキーを持つ既存行をターゲット・フ
ァイルから削除します。「SQL」ボタンをクリックすると、「削除」ページが
開きます。
– 「既存の行を完全に置換」。既存の行を削除し、新しい行を表に追加します。
「SQL」ボタンをクリックすると、「削除」ページが開きます。ただし、置換
を完了するには、「挿入」ページにも入力する必要があります。
– 「既存の行のみを更新」。既存のデータ行を更新します。表にないデータ行は
無視されます。「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きま
す。
– 「既存の行を更新または新規行を挿入」。新しい行を挿入する前に、既存のデ
ータ行を更新します。効率良く更新や挿入が実行されるかどうかは、ターゲッ
ト表の内容およびジョブの処理対象行に左右されます。ほとんどの行がターゲ
ット表に既に存在する場合は、最初に更新するのが効率的な方法です。
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「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きます。ただし、置換
を完了するには、「挿入」ページにも入力する必要があります。
– 「新規行を挿入または既存の行を更新」。表に新しい行を挿入したあとで、既
存の行を更新します。効率良く更新や挿入が実行されるかどうかは、ターゲッ
ト表の内容およびジョブの処理対象行に左右されます。ほとんどの行がターゲ
ット表にまだ存在しない場合は、最初に挿入するのが効率的な方法です。
「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。ただし、更新
を完了するには、「更新」ページにも入力する必要があります。
注: 更新アクションに「既存の行を更新または新規行を挿入」または「新規行
を挿入または既存の行を更新」を使用する場合、「オプション」タブにある
「配列サイズ」は 1 でなければなりません (そうしないと、警告がログに記録
され、ステージによって自動的に 1 が設定されます)。

「オプション」タブ
「オプション」タブを使用して、表を作成またはドロップしたり、その他のリン
ク・オプションを指定します。
v 「表名」。これは更新するターゲット表の名前です。ターゲット表は指定する必
要があります。デフォルトはありません。「表名」の右にある「...」ボタンをク
リックして、リポジトリーを表示してから表を選択することもできます。
v 「表作成アクション」。次のいずれかのオプションを選択して、指定されたデー
タベースの中にターゲット表を作成します。
– 「ターゲット表を作成しない」。ターゲット表を作成しないことを指定しま
す。「表のドロップ・アクション」フィールドと、このフィールドの右にある
「表プロパティー」ボタンは使用できません。ジョブの実行時にターゲット表
が存在しない場合、ジョブは異常終了します。
– 「DDL の生成」。ステージが「表名」フィールド、列定義グリッド、および
詳細表プロパティー (このセクションのあとの方にある「表プロパティー」ボ
タンの説明を参照) から得た情報を使用して、CREATE TABLE ステートメン
トを生成することを指定します。ターゲット表が既に存在した場合、ジョブは
異常終了します。
– 「ユーザー定義 DDL」。「SQL」タブで、適切な CREATE TABLE ステート
メントを入力することを指定します。ステージがテンプレートとして提供す
る、ステージによって生成される DDL をカスタマイズできます。ターゲット
表が既に存在した場合、ジョブは異常終了します。
v 「表のドロップ・アクション」。ステージがターゲット表を作成する前に、ター
ゲット表をドロップするかどうかを制御します。ターゲット表を作成しないとい
う選択をした場合、このフィールドは使用できません。次のいずれかのオプショ
ンを選択します。
– 「ターゲット表をドロップしない」。ターゲット表をドロップしないことを指
定します。
– 「DDL の生成」。「表名」フィールドの値に基づいてステージが DDL を生
成することを指定します。ターゲット表が存在しない場合、警告がログに記録
されます。ジョブは異常終了しません。
– 「ユーザー定義 DDL」。ターゲット表をドロップする DDL をユーザーが定
義することを指定します。ステージがテンプレートとして提供する、ステージ
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によって生成される DDL をカスタマイズできます。ターゲット表が存在しな
い場合、警告がログに記録されます。ジョブは異常終了しません。
v 「表プロパティー」ボタン。「表のドロップ・アクション」リスト・ボックスの
右にあるボタンをクリックして、「表作成プロパティー」ダイアログ・ボックス
を表示します。(「表作成アクション」リスト・ボックスから「DDL の生成」ま
たは「ユーザー定義 DDL」を選択すると、このボタンが使用可能になります。)
このダイアログ・ボックスから次の詳細表プロパティーを指定できます。
– 「表スペース」。既存の表スペース名を指定します。新規表はこの表スペース
に作成されます。名前を省略すると、データベースに定義されているデフォル
トの表スペースに表が作成されます。
– 「パーティション・キー」。マルチパーティション・ノード・グループ内の表
のデータを区分するときに使用する列を指定します。このフィールドを省略し
た場合に表がマルチパーティション・ノード・グループにあると、データベー
スに定義されているデフォルトの区分化ルールに従って表がパーティション化
されます。
v 「配列サイズ」。入力パラメーター配列サイズです。デフォルトは 50 行で、こ
れがキャッシュに入れられてからデータベースに書き込まれます。配列サイズの
値は 1 以上の整数でなければなりません。更新中の表を参照ルックアップでも使
用する場合は、「配列サイズ」を 1 にして、更新内容も参照できるようにしてく
ださい。
v 「トランザクション・サイズ」。トランザクションをデータベースにコミットす
る前にステージで処理される行数です。 トランザクション・サイズは配列サイズ
の倍数にしてください。デフォルトは 100 です。トランザクション・サイズは 0
以上の整数でなければなりません。値を 0 にすると、すべての行が処理されるま
でトランザクションはコミットされません。

「列」タブ
このタブには、表またはファイルに書き込むデータの列定義が含まれます。「列」
タブは、ODBC ステージの「列」タブと同じように動作します。

「SQL」タブ
このタブには、次のタブが含まれます。これらのタブを使用して、ステージによっ
て生成される SQL ステートメントと、入力可能な SQL ステートメントを表示しま
す。
v 「照会」。このタブは、デフォルトで表示されます。これは「全般」タブと似て
いますが、データを Oracle に書き込むための SQL ステートメントが含まれてい
ます。これは、ステージおよびリンク・プロパティーの現行値に基づきます。こ
れらのステートメントは、「照会タイプ」を「カスタム SQL ステートメントを
入力」または「実行時にファイルから SQL をロード」に設定していなければ、
編集できません。
v 「BEFORE」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理する前に実行
する SQL ステートメントが含まれます。このタブの各エレメントは、
「BEFORE SQL」と「BEFORE SQL の失敗時に続行」グリッド・プロパティー
に対応しています。「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似ています。
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「BEFORE SQL の失敗時に続行」プロパティーはチェック・ボックスとして表
示され、SQL ステートメントはサイズ変更できる編集ボックスに入力します。
v 「AFTER」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理してから実行す
る SQL ステートメントが含まれます。このタブの各エレメントは、「AFTER
SQL」と「AFTER SQL の失敗時に続行」グリッド・プロパティーに対応してい
ます。「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似ています。「AFTER SQL の失
敗時に続行」プロパティーはチェック・ボックスとして表示され、SQL ステート
メントはサイズ変更できる編集ボックスに入力します。
v 「生成 DDL」。「全般」タブの「表作成アクション」フィールドで「DDL の生
成」または「ユーザー定義 DDL」を選択して、このタブを使用可能にします。
「CREATE ステートメント」フィールドには、列のメタデータ定義や「表作成プ
ロパティー」ダイアログ・ボックスで提供された情報から生成された CREATE
TABLE ステートメントが表示されます。このステートメントは編集できませ
ん。「表のドロップ・アクション」リストから「ターゲット表をドロップしな
い」以外のオプションを選択すると、「DROP ステートメント」フィールドに
は、ターゲット表をドロップするための、生成された DROP TABLE ステートメ
ントが表示されます。
v 「ユーザー定義 DDL」。「全般」タブの「表作成アクション」または「表のドロ
ップ・アクション」フィールドで「ユーザー定義 DDL」を選択して、このタブを
使用可能にします。生成 DDL ステートメントがあらかじめ表示されており、そ
れを編集して CREATE TABLE ステートメントおよび DROP TABLE ステート
メントを定義できます。
「表のドロップ・アクション」フィールドで「ユーザー定義 DDL」が選択されな
かった場合は、「DROP ステートメント」フィールドは使用できません。「ター
ゲット表をドロップしない」が選択された場合は、「生成 DDL」タブと「ユーザ
ー定義 DDL」タブの「DROP ステートメント」フィールドは空です。
注: ステージが生成したオリジナルの DDL ステートメントから作成したユーザ
ー定義 DDL ステートメントを変更した場合、他の表関連のプロパティーを変更
しても、ユーザー定義 DDL ステートメントには反映されません。例えば、ユー
ザー定義 DDL ステートメントを変更したあとで、列グリッドに新しい列を加え
ると、新しい列は生成 DDL ステートメントに現れますが、ユーザー定義 DDL
ステートメントには現れません。ユーザー定義 SQL によって作成またはドロッ
プされるターゲット表が正しいことを確認してください。

IBM DB2 出力データの定義
IBM DB2 データ・ソースからデータを読み取ると、DB2 UDB API ステージには
出力リンクができます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、ステー
ジ・エディターのダイアログ・ボックスにある「出力」ページで定義します。

「全般」タブ
このタブは、デフォルトで表示されます。このタブでは、照会のタイプと、必要に
応じて、関連するダイアログ・ボックスを開くボタンが表示されます。「全般」タ
ブには、次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。次のオプションを表示します。
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– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。SQL ステートメントを SQL ビルダーの
グラフィカル・インターフェースを使用して作成するよう指定します。このオ
プションを選択すると、「SQL ビルダー」ボタンが表示されます。「SQL ビ
ルダー」をクリックすると、SQL ビルダーが開きます。SQL ビルダーの詳し
い説明については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナ
ー・クライアント・ガイド」を参照してください。これはデフォルト設定で
す。
– 「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」。「列」タブで選択
した列を基にして、InfoSphere DataStage が SELECT 節を生成するよう指定し
ます。このオプションを選択すると、「SQL 節」ボタンが表示されます。
「SQL 節」をクリックすると、「SQL 節」ダイアログ・ボックスが表示され
ます。このダイアログ・ボックスを使用し、SQL ステートメントを変更して精
度を上げます。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。カスタム SQL ステートメントを
「SQL」タブを使用して作成するよう指定します。「SQL」タブを参照してく
ださい。
– 「実行時にファイルから SQL をロード」。サーバー上にある指定されたパス
名のファイルに入っている SQL 照会を使用して、データを抽出するよう指定
します。照会のテキストではなく、このファイルのパス名を入力します。これ
を選択すると、SQL ステートメントを編集できます。
v 「説明」。出力リンクの説明を入力できます (オプション)。

「オプション」タブ
このタブでは、プリフェッチ行数を指定します。
v 「プリフェッチ行数」。IBM InfoSphere DataStage がソース表からデータを取り
出すときにデータベースが返す行数です。1 より大きい値を指定するとパフォー
マンスが向上します (複数行のバッファリングを処理するためメモリー使用量は
増大します)。この値は 1 以上の整数でなければなりません。

「列」タブ
このタブには、選択したリンクで出力するデータの列定義が含まれます。
列参照を修飾するために、出力リンク上の「説明」フィールドの該当する表名を入
力します。これは、指示された列がどの表に属するかについて何らかのあいまいさ
がある場合に行います。
参照リンクの列定義には、キー・フィールドが必要です。参照入力はキー・フィー
ルドによって Transformer ステージに結合されます。キーは、SQL SELECT ステー
トメントの WHERE 節を使用して、データを読み取ります。

「SQL」タブ
このタブには、ステージによって生成される SQL ステートメントまたはユーザー
定義 SQL ステートメント、または表からデータを読み取るために使用するストア
ード・プロシージャー・コール構文が表示されます。これには、「照会」、「前処
理」、「後処理」タブが含まれています。
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v 「照会」。このタブは、「照会タイプ」に「SQL ビルダー・ツールを使用」 ま
たは「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」を選択した場合、
読み取り専用です。「照会タイプ」が「カスタム SQL ステートメントを入力」
の場合、このタブには、表からデータを読み取るときに実行される SQL ステー
トメントが表示されます。GUI によって、このタブには、ステージによって生成
された SQL ステートメントがあらかじめ表示されています。しかし、必要に応
じて、適切で有効な SQL ステートメントを入力できます。「照会タイプ」が
「実行時にファイルから SQL をロード」の場合、ファイルのパス名を入力しま
す。
v 「BEFORE」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理する前に実行
する SQL ステートメントが含まれます。
v 「AFTER」。このタブには、ステージがすべてのジョブ・データ行を処理してか
ら実行する SQL ステートメントが含まれます。

データ・タイプのサポート
次のセクションで、IBM InfoSphere DataStage SQL データ・タイプから IBM DB2
SQL データ・タイプへのマッピング、および IBM DB2 SQL データ・タイプから
InfoSphere DataStage SQL タイプへのマッピングについて、説明します。

IBM InfoSphere DataStage SQL から IBM DB2 SQL へのデー
タ・タイプのマッピング
入力リンクの「表の作成」を「はい」に設定すると、入力リンクの列定義と、ター
ゲット表のプロパティーを定義する入力リンク・プロパティーとを使用して、ター
ゲット表が作成されます。一部のケースで、IBM DB2 データ・タイプと InfoSphere
DataStage データ・タイプとの間で正確な変換が行われないことがあります (例え
ば、GRAPHIC)。
次の表に、対応する InfoSphere DataStage データ・タイプから生成される IBM
DB2 データ・タイプを示します。
表 6. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する IBM DB2 データ・タイプ
InfoSphere DataStageSQL データ・タイプ

IBM DB2 SQL データ・タイプ

SQL_BIGINT

BIGINT

SQL_BINARY

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BIT

サポートされない

SQL_CHAR

CHAR

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION

SQL_FLOAT

FLOAT

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARCHAR

LONG VARCHAR

SQL_LONGVARCHAR

CLOB (下の注記を参照)
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表 6. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する IBM DB2 データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStageSQL データ・タイプ

IBM DB2 SQL データ・タイプ

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

TIME

SQL_TIMESTAMP

TIMESTAMP

SQL_TINYINT

SMALLINT

SQL_VARBINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARCHAR

VARCHAR

注: DB2 UDB API ステージでは、32 K より大きい精度の LONGVARCHAR デー
タ・タイプを IBM DB2 の CLOB データ・タイプにマッピングすることで、CLOB
データ・タイプに対応します。CLOB 列定義を処理するには、列のデータ・タイプ
として InfoSphere DataStage の LONGVARCHAR を選択し、「列」タブの「長さ」
に 32 K より大きい値を指定します。「長さ」が 32 K 以下であれば、InfoSphere
DataStage の LONGVARCHAR は、LONGVARCHAR にマッピングされます。

IBM DB2 SQL から IBM InfoSphere DataStage SQL へのデー
タ・タイプのマッピング
反対に、DB2 UDB API ステージがデータベースからメタデータ定義をインポート
する場合は、データベースの SQL データ・タイプから InfoSphere DataStage がサ
ポートする SQL データ・タイプへのマッピングが必要になります。次の表で、IBM
DB2 SQL データ・タイプと InfoSphere DataStage SQL データ・タイプ間のマッピ
ングを説明します。
表 7. IBM DB2 データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ
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IBM DB2 SQL データ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL データ・タイプ

BIGINT

SQL_BIGINT

CHAR

SQL_CHAR

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BINARY

DATE

SQL_DATE

DECIMAL

SQL_DECIMAL

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

FLOAT

SQL_FLOAT

GRAPHIC

SQL_CHAR

INTEGER

SQL_INTEGER

LONG VARCHAR

SQL_LONGVARCHAR

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARGRAPHIC

SQL_LONGVARCHAR

NUMERIC

SQL_NUMERIC

REAL

SQL_REAL

SMALLINT

SQL_SMALLINT
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表 7. IBM DB2 データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ (続き)
IBM DB2 SQL データ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL データ・タイプ

TIME

SQL_TIME

TIMESTAMP

SQL_TIMESTAMP

VARCHAR

SQL_VARCHAR

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARBINARY

BLOB および LOCATOR

サポートされない

CLOB および LOCATOR

SQL_LONGVARCHAR (下の注記を参照)

DBCLOB および LOCATOR

サポートされない

注: DB2 UDB API ステージでは、32 K より大きい精度の LONGVARCHAR デー
タ・タイプを IBM DB2 の CLOB データ・タイプにマッピングすることで、CLOB
データ・タイプに対応します。CLOB 列定義を処理するには、列のデータ・タイプ
として InfoSphere DataStage の LONGVARCHAR を選択し、「列」タブの「長さ」
に 32 K より大きい値を指定します。「長さ」が 32 K 以下であれば、InfoSphere
DataStage の LONGVARCHAR は、LONGVARCHAR にマッピングされます。

$ 文字と # 文字の処理
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage は、列名に予約語 # と $ を使用するデータベースを処
理できるように修正されました。InfoSphere DataStage は、これらの文字を内部フォ
ーマットに変換し、その後、必要に応じて元のフォーマットに戻します。
この機能を利用するには、次のいずれかを行います。
v InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターで、対象プロジェク
トの「環境変数」ダイアログ・ボックスを開き、環境変数
DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT を真に設定します (これは、「全
般」の下の「カスタマイズ」ブランチにあります)。
v 列名の中に、ストリング __035__ と __036__ は使用しないでください (それぞ
れ # と $ の内部表現として使用されます)。
v メタデータのインポートは、手作業の編集は避けて、メタデータ・インポート・
ツールを使用してください (これにより、誤りや混乱の恐れが少なくなります)。
一度、表定義をロードすると、表定義とデータ・ブラウザーにはオリジナルの IBM
DB2 データベースでの名前でなく、内部で変換された列名が表示されます。内部列
名は出力仕様と式にも使用されます。しかし、生成される SQL ステートメントで
はオリジナルの名前が使用されるので、ジョブに手動で SQL を入力する場合は、
オリジナルの名前を使用してください。
サーバー・ジョブで DB2 UDB API ステージを使用する場合、IBM DB2 データベ
ース列が含まれる SQL ステートメントを入力するときは、外部名を使用してくだ
さい。ステージ内部の列は疑問符 (パラメーター・マーカー) で表示され、順序によ
って対応する列にバインドされるので、名前の入力について心配する必要はありま
せん。これは次の場合に適用されます。
v 照会
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v 更新
v 挿入
v キー
v 選択
v WHERE 節
例えば、更新の場合は次のように入力します。
UPDATE tablename SET ##B$ = ? WHERE

$A# = ?

特に、このステートメントのキー ($A#) は、外部名を使用することで指定されてい
ることに注意してください。

トラブルシューティング
ソース・データが正しく定義されている場合は、行はターゲット表に正しく挿入さ
れます。ただし、状況によっては、行がターゲット表に挿入されない場合がありま
す。 IBM DB2 は、次の 3 つの条件が揃った場合には、「正しくない」行に続く残
りの行バッチをリジェクトします。
v 「配列サイズ」プロパティーが 1 を超えている場合。
v 定義されたソース・データのストリングの長さが、定義されたターゲット列の長
さを超えている場合。
v ソース・データに、ターゲット列の長さを超える文字ストリングを持つ行が含ま
れている場合。
これらの残りの行に関係して誤ったエラー・メッセージも出されます。

例
ターゲット表がある列を CHAR(5) として定義し、この列の IBM InfoSphere
DataStage メタデータは CHAR(10) と定義され、ソース・データに次の行が含まれ
ていると想定します。
'ABC'
'ABCD'
'ABCDEFG' (5 文字より長い)
'AB'
'ABCD'
最後の 3 行は、「配列サイズ」プロパティーが 5 に設定されている時は、ターゲ
ット表に挿入されません。IBM DB2 は、3 行とも大きすぎる値を含んでいるとレポ
ートします (IBM DB2 エラー SQL0302N)。
さらに、範囲外の値を含むソース・データに対して BIGINT を使用しても、同様の
動作が生じます。
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解決策
InfoSphere DataStage メタデータを、IBM DB2 ターゲットと正しく一致するように
定義し、BIGINT ソース・データが必ず BIGINT の範囲内であるようにします。ま
たは、配列サイズを 1 に設定してジョブを実行するほうが安全な場合もあります。
ただし、これはパフォーマンスに影響が出ることがあります。
別の解決策は、データを DB2 UDB API ステージに送る前に、Transformer ステー
ジを使用してデータを修正しておくことです。この方式も、パフォーマンスに影響
します。
注: この動作は、制約違反または NULL 以外の違反などの理由でデータベースにリ
ジェクトされた行の場合には発生しません。バッチの残りの行は、リジェクトされ
ません。
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第 5 章 DB2/UDB Enterprise ステージ
IBM DB2/UDB Enterprise ステージを使用して、 IBM InfoSphere DataStage パラレ
ル・ジョブから DB2 データにアクセスすることができます。

概説
DB2/UDB Enterprise ステージはデータベース・ステージです。DB2/UDB Enterprise
ステージを使用して、IBM DB2 データベースに対してデータの読み取りや書き込み
を行うことができます。同時に Lookup ステージを使用することで、IBM DB2 デ
ータベースに収められたルックアップ・テーブルにアクセスすることができます。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド を参照
してください。
IBM DB2 データベースでは、データが複数のパーティションに分散されます。
DB2/UDB Enterprise ステージは、IBM DB2 データベースにデータを読み書きする
際、パーティションを一致させることができます。
DB2/UDB Enterprise ステージに設定するプロパティーにより、ステージは以下を持
ちます。
v ロード方式および書き込み方式用の 1 つの入力リンク、および、
v 書き込み方式用の 1 つの出力リンクまたは参照出力リンク。Lookup ステージ
は、IBM DB2 ルックアップ・テーブルを参照するとき、参照出力リンクを使用
します。あるいは、DB2/UDB Enterprise ステージは単一の出力リジェクト・リン
クを持ちます (入力リンクとともに)。
DB2/UDB Enterprise ステージを使用して、以下の処理が実行できます。
v IBM DB2 表に (INSERT を使用して) データを書き込みます。
v パフォーマンスを向上させるために、DB2 コマンド行インターフェース (CLI) を
介して、IBM DB2 表を (適宜 INSERT または UPDATE を使用して) 更新しま
す。
v IBM DB2 表に (DB2 高速ローダーを使用して) データをロードします。(ロード
は、メインフレームの DB2 データベースではサポートされていません。)
v IBM DB2 表からのデータの読み取り。
v IBM DB2 表からの行の削除。
v IBM DB2 表の直接ルックアップの実行。
v IBM DB2 表をメモリーにロードしたあとの IBMDB2 に対するルックアップの実
行。
ルックアップ・データのソースとして DB2/UDB Enterprise ステージを使用する際
には、列の命名に関して特に注意しなければなりません。ソースとルックアップ・
データ・セットの両方に同じ名前の列がある場合、ソース・データ・セットの列が
出力データに行くことに注意しなければなりません。この列をルックアップ・デー
タ・ソースからの列と交換したい場合、ルックアップを実行する前に、ソース・デ
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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ータ列をドロップしなければなりません (例えば、Modify ステージを使用してドロ
ップできます)。ルックアップ操作の実行に関して詳しくは、「IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」の Merge ステー
ジに関するトピックを参照してください。
DB2/UDB Enterprise ステージを編集するには、ステージ・エディターを使用しま
す。ステージ・エディターについて詳細を理解するには、「パラレル・ジョブ開発
者ガイド」を参照します。

IBM DB2 データベースへのアクセス
始める前に
DB2/UDB Enterprise ステージを最初に使用する前に、構成手順を完了する必要があ
ります。InfoSphere DataStage PDF の資料を参照してください。

このタスクについて
DB2/UDB Enterprise ステージを使用するためには、ステージが接続するデータベー
スに対する有効なアカウントと適切な権限を持っている必要があります。IBM DB2
8.1 Enterprise Server Edition (ESE) を使用する場合、InfoSphere DataStage のパラレ
ル機能を活用するために、DPF をインストールすることをお勧めします。
必要となる IBM DB2 権限を以下にリストします。
v データの読み取り元となる表に対する SELECT 権限。
v 更新される既存の表に対する INSERT 権限。
v 新規表を作成するための TABLE CREATE 権限。
v 置き換えられる既存の表に対する INSERT 権限および TABLE CREATE 権限。
v ロード方式を使用して書き込まれるデータベースに対する DBADM 権限。
IBM DB2 でこの権限を許可する方法は複数あります。1 つは、IBM DB2 を起動し
てデータベースに接続し、次のコマンドを使用してユーザーに DBADM 権限を許可
する方法です。
db2> CONNECT TO db_namedb2> GRANT DBADM ON DATABASE TO USER user_name

ここで、db_name は IBM DB2 データベースの名前、user_name は InfoSphere
DataStage のログイン・ユーザー名です。ロード方式とあわせて「メッセージ・ファ
イル」プロパティーを指定する場合は、データベース・インスタンスがこのファイ
ルに対する読み取り権限または書き込み権限を持つ必要があります。ロード処理メ
ッセージのログ・ファイルの場所は、APT_CONFIG_FILE で定義される場所とまっ
たく同一です。
PATH には、$DB2_HOME/bin を含める必要があります (例えば
/opt/IBMdb2/V8.1/bin)。 LIBPATH には、他の lib ステートメントよりも前に
$DB2_HOME/lib (例えば /opt/IBMdb2/V8.1/lib など) が含まれる必要があります。
次の IBM DB2 環境変数によって、システムのランタイム特性が設定されます。
v DB2INSTANCE によって、IBM DB2 インスタンスのオーナーのユーザー名が指
定されます。IBM DB2 では DB2INSTANCE によって db2nodes.cfg の場所が決
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定されます。例えば DB2INSTANCE を「Mary」に設定すると、db2nodes.cfg の
場所は ~Mary/sqllib/db2nodes.cfg になります。
v DB2DBDFT によって、DB2/UDB Enterprise ステージからアクセスする IBM
DB2 データベースの名前が指定されます。
IBM DB2 データベースを指定する方法は他に 2 つあります。
1. DB2/UDB Enterprise ステージの入力リンクまたは出力リンクの「データベース
のオーバーライド」プロパティー。
2. APT_DBNAME 環境変数 (この設定は DB2DBDFT よりも優先されます)。
通常は、入力プロパティー「行コミット間隔」を使用して、コミットとコミットの
間に表に挿入するレコード数を指定します (「オプション」カテゴリーの「行コミ
ット間隔」セクション参照)。以前は、この指定に APT_RDBMS_COMMIT_ROWS
環境変数が使われました。この環境変数は現在でも後方互換性があります。この環
境変数に 1 から (231 - 1) までの任意の値を設定して、レコードの数を指定できま
す。デフォルト値は 2000 です。APT_RDBMS_COMMIT_ROWS を 0 や負の値、
無効な値に設定すると、警告が発行され、各パーティションは最後の挿入の後に一
度だけコミットされます。
APT_RDBMS_COMMIT_ROWS の値を小さく設定した場合、IBM DB2 で頻繁にコ
ミットが実行されます。そのため、プログラムが予期せず終了した場合でも、デー
タ・セットにはまだ部分的な結果が含まれているので、ユーザーはそれを使用する
ことができます。しかし、コミットの頻度が多いことで、DB2/UDB Enterprise ステ
ージのパフォーマンスの低下を招く場合があります。
APT_RDBMS_COMMIT_ROWS の値を大きく設定した場合、DB2 ではそれに応じて
大量のロールバック情報を記録する必要が生じます。この場合も、アプリケーショ
ンの実行速度を遅くする可能性があります。

リモート接続
このタスクについて
DB2/UDB Enterprise ステージはリモートの IBM DB2 サーバーにも接続できます。
この接続は、IBM DB2 クライアントを使用して行います。
IBM DB2 クライアントから IBM DB2 サーバーにリモート接続するには、IBM
DB2 クライアントが InfoSphere DataStage サーバーと同じコンピューターに置かれ
ている必要があります。 IBM DB2 クライアントと IBM DB2 サーバーの両方にリ
モート接続通信を設定する必要があります (IBM DB2 データベース管理者にお問い
合わせください)。
InfoSphere DataStage 構成ファイルには、InfoSphere DataStage および IBM DB2 ク
ライアントがインストールされているノードおよび IBM DB2 サーバーがインスト
ールされているリモート・コンピューターのノードが含まれている必要がありま
す。パラレル・エンジン構成ファイルに関するトピックは、「IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド」で参照してください。
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手順
パラレル・ジョブの DB2/UDB Enterprise ステージでは、次のプロパティーを設定
する必要があります。
v

「クライアント・インスタンス名」: このプロパティーに IBM DB2 クライアン
ト・インスタンス名を設定します。このプロパティーを設定すると、InfoSphere
DataStage は、ユーザーがリモート接続を要求したものとみなします。

v

「サーバー」: 必要に応じてこのプロパティーに IBM DB2 サーバーのインスタ
ンス名を設定します。このプロパティーを設定しなければ、IBM DB2 環境変数
DB2INSTANCE によって IBM DB2 サーバーのインスタンス名を識別します。

v

「クライアント別名 DB 名」: このプロパティーに、リモート IBM DB2 サー
バー・データベースに対する IBM DB2 クライアントの別名データベース名を設
定します。このプロパティーは、クライアントの別名がリモート・サーバー・デ
ータベースの実際の名前と異なる場合にだけ使用します。

v

「データベース」: 必要に応じて、このプロパティーにリモート・サーバー・デ
ータベース名を設定します。このプロパティーを設定しなければ、環境変数
APT_DBNAME または APT_DB2DBDFT によってデータベースを識別します。

v

「ユーザー」: IBM DB2 に接続するためのユーザー名を入力します。これはリ
モート接続の場合に必要です。

v

「パスワード」。IBM DB2 に接続するためのパスワードを入力します。これは
リモート接続の場合に必要です。

InfoSphere DataStage で利用可能なリモート接続機能を使用して、同じジョブ内のさ
まざまな IBM DB2 サーバーに接続できます。例えば、1 つのサーバー上の IBM
DB2 データベースからデータを読み取り、このデータを使用して別の IBM DB2 サ
ーバー上のルックアップ・テーブルにアクセスし、第 3 の IBM DB2 サーバーにリ
ジェクト行を書き込めます。各データベースは、「クライアント・インスタンス
名」および「サーバー」プロパティーが適正に設定されているジョブ内の別のステ
ージからアクセスされます。

特殊文字 # と $ の処理
このタスクについて
文字 # と $ は、IBM InfoSphere DataStage では予約済です。列名で文字 # と $
を使用する IBM DB2 データベースを扱うには特殊なステップが必要となります。
InfoSphere DataStage は、これらの文字を内部フォーマットに変換し、その後、必要
に応じて元のフォーマットに戻します。
この機能を利用するには、次のことを行う必要があります。
v InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターで、対象プロジェク
トの「環境変数」ダイアログを開き、環境変数
DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT を真に設定します (これは、「全
般」の下の「カスタマイズ」ブランチにあります)。
v
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IBM DB2 列名では「__035__」と「__036__」のストリングを使用しないように
します。これらのストリングは、それぞれ # と $ の内部表現として使用されま
す。

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

ジョブでこの機能を使用するときは、プラグインのメタデータ・インポート・ツー
ルを使用してメタデータをインポートして、手作業による編集は避けてください。
これによって、誤りや混乱のおそれが少なくなります。
一度、表定義をロードすると、表定義とデータ・ブラウザーにはオリジナルの IBM
DB2 名でなく、内部で変換された列名が表示されます。また、列名は派生や式でも
使われます。しかし、生成される SQL ステートメントではオリジナルの名前が使
用されるので、ジョブに手動で SQL を入力する場合は、オリジナルの名前を使用
してください。
一般に、DB2/UDB Enterprise ステージでは、ORCHESTRATE.internal_name 形式で
名前を使用しているどこででも、ステージ列名を参照している場合を除いて、外部
名を入力できます。
ターゲットとして DB2/UDB Enterprise ステージを使用する際には、次のように外
部名を使わなければなりません。
v 書き込みとロード・オプションには、選択リスト・プロパティーに外部名を使用
します。
v アップサート・オプション、update and insert には、IBM DB2 表列名を参照する
際に外部名を使用し、ステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例え
ば、以下のように指定します。
INSERT INTO tablename ($A#, ##B$) VALUES
(ORCHESTRATE.__036__A__035__, ORCHESTRATE.__035__035__B__036__)
UPDATE tablename SET ##B$ = ORCHESTRATE.__035__035__B__036__ WHERE ($A# =
ORCHESTRATE.__036__A__035__)

ソースとして DB2/UDB Enterprise ステージを使用する際には、次のように外部名
を使わなければなりません。
v ユーザー定義 SQL 方式を使用する読み取りの場合、SELECT: の IBM DB2 列に
外部名を使用します。例えば、
SELECT #M$, #D$ FROM tablename WHERE (#M$ > 5)

v 表方式を使用する読み取りの場合、選択リスト・プロパティーと where プロパテ
ィーで外部名を使用します。
ルックアップとしてパラレル・ジョブで DB2/UDB Enterprise ステージを使用する
際には、次のように外部または内部名を使わなければなりません。
v ユーザー定義 SQL 方式を使用するルックアップの場合、SELECT の IBM DB2
列と、追加する WHERE 節の IBM DB2 列には外部名を使用します。WHERE
節でステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例えば、以下のように
指定します。
SELECT #M$, #D$ FROM tablename
WHERE (#B$ = ORCHESTRATE.__035__ B __036__)

v 表方式を使用するルックアップでは、選択リストと WHERE プロパティーで外部
名を使用します。
v DB2/UDB Enterprise ステージがアタッチされる Lookup ステージの「入力」ペー
ジの「プロパティー」タブでのキー・オプションには、内部名を使用します。
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「埋め込み文字」プロパティーの使用
このタスクについて
「埋め込み文字」プロパティーは、アップサートの使用時、または DB2 CHAR 列
の長さよりも短い string フィールドおよび ustring フィールドを埋め込むためにル
ックアップを実行する時に、使用します。このプロパティーは、IBM DB2 に挿入さ
れる string フィールドおよび ustring フィールドに使用します。あるいはこのプロ
パティーは、次の 3 つの条件をすべて満たす場合に、UPDATE、DELETE、または
SELECT ステートメントの WHERE 節で使用される string フィールドおよび
ustring フィールドに、使用します。
1. UPDATE ステートメントまたは SELECT ステートメントに、WHERE 節内の
CHAR 列にマッピングされる string フィールドまたは ustring フィールドが含
まれている。
2. string フィールドまたは ustring フィールドの長さが、CHAR 列の長さよりも短
い。
3. CHAR 列の埋め込み文字が NULL 終了文字でない。
例えば、SQL の INSERT ステートメントを使用して表に行を追加する場合、 IBM
DB2 は、CHAR フィールドをスペースで自動的に埋め込みます。その後に
DB2/UDB Enterprise ステージを使用してその表を更新または照会する場合、正しい
結果を得るには「埋め込み文字」プロパティーにスペース値を使用しなければなり
ません。
行を挿入して、その後、DB2/UDB Enterprise ステージを使用して、その行を更新あ
るいは照会する場合は、「埋め込み文字」プロパティーを指定する必要はありませ
ん。このステージでは、NULL 終了文字を使用して自動的に埋め込みを行います。
このステージにおけるデフォルトの埋め込み文字は、NULL 終了文字です。

データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースへのデータの書き込
み
書き込みあるいはロードの際、DB2/UDB Enterprise ステージは、次の表に示すよう
に、InfoSphere DataStage データ・タイプを IBM DB2 データ・タイプに自動変換
します。
表 8. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースへのデータの書き込み
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ
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基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

Date

date

DATE

時刻

time

TIME

タイム・スタンプ

timestamp

TIMESTAMP

Decimal
Numeric

decimal (p, s)

DECIMAL(p, s)

tinyInt

int8

SMALLINT

SmallInt

int16

SMALLINT

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

表 8. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースへのデータの書き込み (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

Integer

int32

INTEGER

Float
Real

sfloat

FLOAT

Double

dfloat

FLOAT

Unknown
Char

string「n」および
ustring「n」(固定長ストリン
グ、長さ <= 254 バイト)

CHAR(n)

string「n」および
ustring「n」(固定長ストリン
グ、

VARCHAR(n)

LongVarChar
VarChar

(n はストリング長)

(n はストリング長)

VarChar の場合、長さ <
32672 バイト、
LongVarchar の場合、長さ <
32700 バイト)
LongVarChar
VarChar

VARCHAR(n)
string「最大=n」および
ustring「最大=n」(可変長スト
リング、最大長 <= 4000 バ (n はストリングの最大長)
イト)

LongVarChar
VarChar

string および ustring (可変長
ストリング)

VARCHAR(32)*

LongVarChar
VarChar

string および ustring、4000
バイト < 長さ

サポートしていない

NChar

ustring [n]

GRAPHIC

NVarChar

ustring [max = n]

VARGRAPHIC

LongNVarChar

ustring [max = n]

LONGVARGRAPHIC

注: VARCHAR のデフォルトの長さは 32 バイトです。したがって、入力データ・
セットの個々の可変長ストリング・フィールドには、32 バイトが割り振られます。
入力可変長ストリング・フィールドが 32 バイトより長い場合は、ステージにより
警告が発行されます。

データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み
取り
読み取りの際、DB2/UDB Enterprise ステージは、次の表に示すように、IBM DB2
のデータ・タイプを InfoSphere DataStage のデータ・タイプに自動変換します。
表 9. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み取り
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ
InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ
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表 9. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み取り (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ
Time または Timestamp

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

time または timestamp (対応
する小数点以下の時間の精度
を使用)

DATETIME

DATETIME が年で始まる場
合、結果は timestamp フィー
ルドになります。DATETIME
が時間で始まる場合、結果は
time フィールドになります。
Decimal
Numeric

decimal(p, s) (p は精度で s
は位取り)

DECIMAL(p, s)

最大精度は 32 (浮動小数点の
位取りを含む 10 進数は
dfloat に変換される)
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TinyInt

int8

SMALLINT

SmallInt

int16

SMALLINT

Integer

int32

INTEGER

Double

dfloat

FLOAT

Float
Real

sfloat

SMALLFLOAT

Float
Real

sfloat

REAL

Double

dfloat

DOUBLE-PRECISION

Decimal

decimal

MONEY

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[n] または ustring[n]

GRAPHIC(n)

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[max = n] または
ustring[max = n]

VARGRAPHIC(n)

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[max = n] または
ustring[max = n]

VARCHAR(n)
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表 9. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み取り (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

NChar

ustring [n]

GRAPHIC

NVarChar

ustring [max = n]

VARGRAPHIC

LongNVarChar

ustring [max = n]

LONGVARGRAPHIC

例
以下の例は、ルックアップ処理の実行方法と IBM DB2 表のデータ更新方法を示し
ています。

IBM DB2 表のルックアップ
この例は、データが IBM DB2 表でルックアップされるときに、どうなるかを示し
ています。この例では、ステージは各顧客の金利を口座の種類に基づいてルックア
ップします。次の表は、1 次リンクに到着するデータを示しています。
表 10. ルックアップ処理の例 - 表 1
Customer

accountNo

accountType

balance

Latimer

7125678

plat

7890.76

Ridley

7238892

flexi

234.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

Hooper

7176672

flexi

3456.99

Moore

7146789

gold

424.76

次の表は、IBM DB2 ルックアップ・テーブルにあるデータを示しています。
表 11. ルックアップ処理の例 - 表 2
accountType

InterestRate

bronze

1.25

silver

1.50

gold

1.75

plat

2.00

flexi

1.88

fixterm

3.00

Lookup ステージの出力内容は次のようになります。
表 12. ルックアップ処理の例 - 表 3
Customer

accountNo

accountType

balance

InterestRate

Latimer

7125678

plat

7890.76

2.00

Ridley

7238892

flexi

234.88

1.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

1.75

Hooper

7176672

flexi

3456.99

1.88
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表 12. ルックアップ処理の例 - 表 3 (続き)
Moore

7146789

gold

424.76

1.75

ジョブは、「概要」セクションで説明するジョブのようになります。 DB2/UDB
Enterprise ステージを編集するとき、Data_set ステージは 1 次入力を提供し、
DB2_lookup_table はルックアップ・データを提供します。Lookup_1 はルックアップ
を実行し、結果のデータを Data_Set_3 に出力します。IBM DB2 データベース・ス
テージでは、データを直接 IBM DB2 データベースでルックアップすることを指定
でき、ルックアップする表の名前も指定できます。Lookup ステージでは、ルックア
ップのキーとして使用する列を指定できます。

IBM DB2 表の更新
この例は、3 つの新しい列によって更新される IBM DB2 表を示しています。デー
タベースは、大きな馬の健康履歴を記録しています。worming 記録の詳細は、キー
として既存の列 "name" を使用して、メイン表に追加され、最新のデータによって
埋められます。新しい列のメタデータは、次のようになります。
表 13. メタデータの例
列名

タイプ

name

char

wormer_type

char

dose_interval

char

dose_level

char

書き込み方式としてアップサートを指定し、アップサート・モードとして「ユーザ
ー定義 UPDATE & INSERT」を選択します。これにより、既存の名前列は INSERT
ステートメントに含めません。 INSERT ステートメントを示すプロパティーは、次
のようになります。INSERT ステートメントは、InfoSphere DataStage によって生成
されたものですが、name 列は削除されています。UPDATE ステートメントは、
InfoSphere DataStage によって自動的に生成されたものです。
UPDATE
horse_health
SET
wormer_type=ORCHESTRATE.wormer_type,
dose_interval=ORCHESTRATE.dose_interval,
WHERE
(name=ORCHESTRATE.name)

必要最小限の操作
IBM InfoSphere DataStage には多くのデフォルト設定があるため、DB2/UDB
Enterprise ステージを非常に簡単にジョブに組み込めます。このセクションでは
DB2/UDB Enterprise ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。
InfoSphere DataStage は用途の広いユーザー・インターフェースを持ち、特定の目的
を達成するためのショートカットが多数あります。このセクションでは基本的な方
式を説明します。製品に慣れた後で、ショートカットについて習得してください。
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IBM DB2 データベースへのデータの書き込み
手順
1. 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「書き込み方式」に「書き込み」を選択します。
b. 書き込もうとしている表の名前を指定します。
c. 「IBM DB2 データベースへのアクセス」セクションで説明されているよう
に、サーバーとデータベースを指定するのに環境変数を使用しない場合、
「データベース環境変数の使用」と「サーバー環境変数の使用」を「偽」に
設定し、データベースとサーバーのプロパティーに値を指定します。
2. デフォルトでは、ステージは、IBM DB2 表の中でデータがパーティション化さ
れるのと同じ方法で、データをパーティション化します (「IBM DB2 データベ
ースへのアクセス」セクションを参照)。入力リンクの「パーティション」タブ
で、パーティション方式を変更したり、別のデータベースを指定したりすること
ができます。
注: 上記の変更はごくまれに、なおかつパフォーマンス低下を避けるために非常
な注意をもって行わなければなりません。
3. 書き込みに列メタデータを必ず指定します。

IBM DB2 データベースの更新
このタスクについて
これは IBM DB2 データベースへの書き込みと同じ手順ですが、データベースの更
新に使用する SQL ステートメントの詳細を指定する必要のある点が異なります。
v 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」を「アップサート」に指定します。
– 「アップサート・モード」を選択します。このモードでは、挿入と更新の両
方、または更新だけを行うのかを指定でき、さらに InfoSphere DataStage が自
動生成したステートメントを使用するのか、またはユーザーの作成したステー
トメントを指定するのかを指定できます。
– 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」を選択した場合
は、INSERT SQL ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage は、基
本となる自動生成ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集でき
ます。
– 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」または「ユーザ
ー定義更新のみ」を選択した場合は、UPDATE SQL ステートメントを指定し
ます。InfoSphere DataStage は、基本となる自動生成ステートメントを提供し
ます。これは必要に応じて編集できます。
– リジェクト行をリジェクト・リンクに送る場合は、「リジェクトを出力」を
「真」に設定します (デフォルトでは「偽」です)。
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IBM DB2 データベースからの行の削除
このタスクについて
これは IBM DB2 データベースの書き込みと同じ手順ですが、データベースの行の
削除に使用する SQL ステートメントの詳細を指定する必要のある点が異なりま
す。
v 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」を「行削除」に指定します。
– 「行削除モード」を選択します。このモードでは、InfoSphere DataStage によ
って自動的に生成されるステートメントを使用するか、ユーザー独自のステー
トメントを指定するかを選択できます。
– 「行削除モード」で「ユーザー定義 DELETE」を選択した場合は、削除 SQL
ステートメントを指定します。InfoSphere DataStage は、基本となる自動生成
ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集できます。
– リジェクト行をリジェクト・リンクに送る場合は、「リジェクトを出力」を
「真」に設定します (デフォルトでは「偽」です)。

IBM DB2 データベースのロード
このタスクについて
デフォルトの方式です。ロードは、メインフレーム・コンピューターの DB2 デー
タベースではサポートされていません。ロードは書き込みと同じ手順ですが、次の
操作が異なります。
v 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」を「ロード」に指定します。

IBM DB2 データベースからのデータの読み取り
このタスクについて
IBM DB2 データベースを読み取るには、次の手順に従います。

手順
1. 「出力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 読み取り方式を選択します。デフォルトは「テーブル」(テーブルから直接読
み取り、パラレル・モードで作動) です。ただし、自動生成された SQL また
はユーザーの作成した SQL を使った読み取りも選択できます。この場合、
デフォルトでは単一のノードに対して順次に作動します。
b. 読み取る表を指定します。
c. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。InfoSphere DataStage は、基本
となる自動生成ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集でき
ます。
d. 「表」以外の「読み取り方式」を使用する場合、「パーティション表」プロ
パティーを指定できます。このプロパティーでは、名前付き表から取得され
たパーティションを含む処理ノードに対する、照会のパラレル実行を指定し
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ます。このオプションを指定しなければ、DB2/UDB Enterprise ステージは照
会を単一のノードに対して順次実行します。
e. 「IBM DB2 データベースへのアクセス」セクションで説明されているよう
に、環境変数を使用してサーバーとデータベースを指定しない場合、「デフ
ォルト・データベースを使用」と「デフォルト・サーバーを使用」を「偽」
に設定し、データベースとサーバーのプロパティーに値を指定します。
2. 「読み取り」に列メタデータを必ず指定します。

IBM DB2 データベース表での直接ルックアップの実行
このタスクについて
IBM DB2 データベースで直接ルックアップを実行するには、次の手順に従います。

手順
1. 参照リンクを使用して DB2/UDB Enterprise ステージを Lookup ステージに接続
します。
2. 「出力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「スパース」に設定します。
b. 読み取り方式を選択します。デフォルトは「表」(表から直接読み取り) で
す。ただし、自動生成された SQL またはユーザー生成の SQL を使用した読
み取りも選択できます。
c. ルックアップ用に読み取る表を指定します。
d. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。InfoSphere DataStage は、基本
となる自動生成ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集でき
ます。例えば、不等を基準としたルックアップを実行したい場合に、これを
使用します。
e. 「IBM DB2 データベースへのアクセス」セクションで説明されているよう
に、環境変数を使用してサーバーとデータベースを指定しない場合、「デフ
ォルト・データベースを使用」と「デフォルト・サーバーを使用」を「偽」
に設定し、データベースとサーバーのプロパティーに値を指定します。
3. ルックアップに列メタデータを必ず指定します。

IBM DB2 データベース表でのメモリー内ルックアップの実行
このタスクについて
メモリー内ルックアップは、デフォルトのルックアップ方式です。必要な操作は直
接ルックアップと同じですが、次の操作が異なります。
v 「出力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「ルックアップ・タイプ」を「ノーマル」に設定します。
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「ステージ」ページ
「全般」タブでは、DB2/UDB Enterprise ステージの説明 (オプション) を指定でき
ます。「拡張」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS マップ」タ
ブには、システム上で NLS が有効かどうかが表示されます。このタブを使用し
て、ステージの文字セット・マップを指定できます。

「高度」タブ
このタブでは、以下を指定できます。
v 「実行モード」。このステージは、パラレル・モードまたは順次モードで実行で
きます。パラレル・モードでは、構成ファイルで指定した使用可能なノードと、
「拡張」タブで指定したノード制約 (ある場合) によってデータが処理されます。
順次モードでは、書き込み全体がコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトで自動であり、IBM InfoSphere DataStage はパ
ラレル・ステージの基礎にあるオペレーターを結合し、このタイプのステージに
とって適格である場合に、オペレーターは同じプロセスで実行されます。
v 「パーティションを保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設
定」を選択すると、次のステージでパーティションをそのまま維持するようにフ
ァイル読み取り操作の際に要求されます。「パーティションの保持」オプション
は、ステージに入力リンクしかない場合には表示されません。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。パラレル実行を、グリッドで指定された
ノード・プール (複数の場合もある) またはリソース・プール (複数の場合もあ
る) のいずれか、あるいはその両方に制限するために、このオプションを選択し
ます。これらを選択するには、グリッドのドロップダウン・リストを使用しま
す。ドロップダウン・リストのデータは、構成ファイルから取り込まれます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行が定義
済みのノード・マップにあるノードに制限されます。ノード・マップを定義する
には、ノード番号をテキスト・ボックスに入力するか、「参照」ボタンをクリッ
クして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこからノードを選
択します。構成ファイルで定義されているノード・プールに加えて、このステー
ジの新しいノード・プールが有効に定義されます。
注: このステージを使用して IBM DB2 表に対して直接ルックアップを実行して
いる場合 (つまりスパース・モードの場合)、ステージ・ページはブランクになり
ます。

「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブでは、DB2/UDB Enterprise ステージの文字セット・マップを
定義できます。これは、プロジェクトやジョブのデフォルトの文字セット・マップ
をオーバーライドします。必要に応じて、マップをジョブ・パラメーターとして指
定するように設定できます。
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「入力」ページ
「入力」ページでは、DB2/UDB Enterprise ステージが IBM DB2 データベースにデ
ータを書き込む方法の詳細を指定できます。 DB2/UDB Enterprise ステージには、1
つの表に書き込む入力リンクは 1 つだけ設定できます。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。「プロパティ
ー」タブでは、リンク機能の詳細を正確に指定できます。「パーティション」タブ
では、データベースに書き込む前に入力データをパーティション化する方法を指定
できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指定します。「高度」タブを使
用して、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
DB2/UDB Enterprise ステージのプロパティー、パーティション、およびフォーマッ
トの詳細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの概要について
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド」
のステージ・エディターに関するトピックを参照してください。

「入力リンク・プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、入力リンクのプロパティーを指定できます。こ
れらのプロパティーによって、入力データを書き込む方法と書き込み先が決定され
ます。指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォル
ト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは
赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンス・リストを示しま
す。(USS システム上でデプロイされるジョブのステージのプロパティーは、やや異
なります。詳しくは「USS オプション」を参照。) 表の後に、各プロパティーの詳
細を説明します。
表 14. 入力リンク・プロパティーおよび値
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

ターゲット/表

ストリング

N/A

はい

N/A

ターゲット/行削 「自動生成 DELETE」/「ユ 「自動生成
除モード
ーザー定義 DELETE」
DELETE」

はい (「書き
込み方式」 =
「行を削除」
の場合)

N/A

ターゲッ
ストリング
ト/DELETE SQL

はい (「書き
込み方式」 =
「行を削除」
の場合)

N/A

はい (「書き
込み方式」 =
「アップサー
ト」の場合)

N/A

N/A

「自動生成
ターゲット/アッ 「自動生成 UPDATE &
UPDATE &
プサート・モー INSERT」/
INSERT」
「自動生成 UPDATE の
ド
み」/「ユーザー定義
UPDATE & INSERT」/「ユ
ーザー定義 UPDATE の
み」
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表 14. 入力リンク・プロパティーおよび値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー

72

値

デフォルト

必須かどうか

従属

ターゲッ
ト/INSERT SQL

ストリング

N/A

はい (「書き
込み方式」 =
「アップサー
ト」の場合)

N/A

ターゲッ
ト/UPDATE
SQL

ストリング

N/A

はい (「書き
込み方式」 =
「アップサー
ト」の場合)

N/A

ターゲット/書き 行削除/書き込み/ロード/
込み方式
アップサート

ロード

はい

N/A

ターゲット/書き 追加/
込みモード
作成/
置換/
切り捨て

追加

はい

N/A

接続/デフォル
ト・データベー
スを使用

真/偽

真

はい

N/A

接続/デフォル
ト・サーバーを
使用

真/偽

真

はい

N/A

接続/データベー string
ス

N/A

はい (「デー
タベース環境
変数の使用」
=「偽」の場
合)

N/A

接続/サーバー

string

N/A

はい (「デフ
ォルト・サー
バーを使用」
= 「偽」の場
合)

N/A

接続/クライアン string
ト・インスタン
ス名

N/A

いいえ

N/A

オプション/配列 数値
サイズ

2000

はい (「書き
込み方式」=
「削除」の場
合)

N/A

オプション/リジ 真/偽
ェクト・レコー
ドを出力

偽

はい (「書き
込み方式」=
「アップサー
ト」の場合)

N/A

オプション/行コ 数値
ミット間隔

配列サイズ
の値

いいえ

N/A
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表 14. 入力リンク・プロパティーおよび値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

オプション/タイ 数値
ム・コミット間
隔

2

いいえ

N/A

オプション/表に 真/偽
ない列をドロッ
プ

偽

はい

N/A

オプション/列名 真/偽
を切り捨て

偽

はい

N/A

オプション/切り 数値
捨て長の指定

18

いいえ

列名を切り捨
て

オプション/クロ string
ーズ・コマンド

N/A

いいえ

N/A

オプション/デフ 数値
ォルト・ストリ
ング長

32

いいえ

N/A

オプション/オー string
プン・コマンド

N/A

いいえ

N/A

真/偽
オプショ
ン/ASCII 区切り
フォーマットを
使用

偽

はい (「書き
込み方式」=
「ロード」の
場合)

N/A

オプション/失敗 真/偽
時にクリーンア
ップ

偽

はい (「書き
込み方式」=
「ロード」の
場合)

N/A

オプション/メッ パス名
セージ・ファイ
ル

N/A

いいえ

N/A

オプション/DB
オプション

N/A

いいえ

N/A

オプション/リカ 真/偽
バリー不能なト
ランザクション

偽

いいえ

N/A

オプション/埋め string
込み文字

NULL

いいえ

N/A

オプション/例外 string
表

N/A

いいえ

N/A

オプション/統計 stats_none/
stats_exttable_only/
stats_extindex_only/
stats_index/stats_table/
stats_extindex_table/
stats_all/
stats_both

stats_none

いいえ

N/A

string
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表 14. 入力リンク・プロパティーおよび値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

オプション/ノー 数値
ドごとのプロセ
ス数

1

いいえ

オプション/任意 真/偽
のロード順序

真

いいえ

従属

ノードごとの
プロセス数

「ターゲット」カテゴリー
「ターゲット」カテゴリーでは、データの書き込み先となるデータベース表のプロ
パティーを設定できます。

表
書き込み先となる表の名前を指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメーターを
指定することができます。

行削除モード
このオプションは「行の削除」書き込み方式の場合にのみ表示され、DELETE ステ
ートメントの派生方式を指定できます。次の中から選択します。
v 「自動生成 DELETE」。InfoSphere DataStage は、表名と列詳細に指定されてい
る値を基にして、自動的に Delete ステートメントを作成します。このステートメ
ントは、「DELETE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「ユーザー定義 DELETE」。 これを選択すると、ユーザー定義の削除ステート
メントが入力されます。その後「DELETE SQL」プロパティーを選択し、デフォ
ルトのステートメントを編集します。

DELETE SQL
「行の削除」書き込み方式の場合にのみ表示されます。このプロパティーで、自動
生成された削除ステートメントを表示したり、ユーザー独自のステートメントを指
定したりできます (「行削除モード」プロパティーの設定により決まります)。

アップサート・モード
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。ここで INSERT ステ
ートメントと UPDATE ステートメントを取得する方法を指定できます。次の中か
ら選択します。
v 「自動生成 UPDATE & INSERT」。InfoSphere DataStage は、表名と列詳細に指
定されている値を基にして、自動的に UPDATE ステートメントおよび INSERT
ステートメントを作成します。ステートメントは、「INSERT SQL」または
「UPDATE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「自動生成 UPDATE のみ」。InfoSphere DataStage は、表名と列詳細に指定され
ている値を基にして、自動的に Update ステートメントを作成します。ステート
メントは「更新 SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
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v 「ユーザー定義の UPDATE & INSERT」。これを選択すると、ユーザー定義の
UPDATE ステートメントと INSERT ステートメントが入力されます。その後
「INSERT SQL」と「UPDATE SQL」プロパティーを選択し、デフォルトの文
を編集します。
v 「ユーザー定義の UPDATE のみ」。これを選択すると、ユーザー定義の
UPDATE ステートメントが入力されます。その後「UPDATE SQL」プロパティ
ーを選択し、デフォルトのステートメントを編集します。

INSERT SQL
アップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。このプロパティーで、自動
生成された INSERT ステートメントを表示したり、ユーザー独自のステートメント
を指定したりできます (「更新モード」プロパティーの設定によって決まります)。

UPDATE SQL
このプロパティーは、「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示され
ます。このプロパティーで、自動生成された UPDATE ステートメントを表示した
り、ユーザー独自のステートメントを指定したりできます (「更新モード」プロパ
ティーの設定によって決まります)。

書き込み方式
「行削除」、「書き込み」、「アップサート」、「ロード」のいずれかを選択しま
す。デフォルトの書き込み方式は「ロード」です。「ロード」を選択すると、デー
タベースへのデータの書き込みに高速 DB2 ローダー技術が使用されます。ロード
は、メインフレーム・コンピューターの DB2 データベースではサポートされてい
ません。「アップサート」を選択すると、データベースへの書き込みに挿入と更新
SQL ステートメントが使用されます。 USS システム上で DB2 UDB Load ステー
ジを使用している場合、アップサートは使用できません。

書き込みモード
次の中から選択します。
v 「追加」: これがデフォルトです。既存の表に新しいレコードが付加されます。
v 「作成」: 新規表を作成する場合、このオプションを選択します。IBM DB2 表が
既に存在している場合、エラーが発生し、ジョブが終了します。IBM DB2 表が
存在しない場合は、このモードを指定する必要があります。
v 「置換」: 既存の表がドロップされてから、そこにまったく新しい表が作成され
ます。IBM DB2 では、新規表にデフォルトのパーティション方式を使用しま
す。
主キーを持つ表の作成または置換はできないことに注意してください。メタデー
タで主キーを指定することはできません。
v 「切り捨て」: 既存のレコードはすべて廃棄されますが、既存の表属性 (スキーマ
を含む) と IBM DB2 パーティション・キーが保持されます。その後、新しいレ
コードが表に付加されます。
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「接続」カテゴリー
「接続」カテゴリーで、データベース接続に適したプロパティーを設定することが
できます。

デフォルト・サーバーを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、DB2/UDB Enterprise ス
テージは DB2INSTANCE 環境変数の設定に基づいてサーバーを派生させます。こ
れを「偽」に設定する場合、「サーバー設定」プロパティーの値を指定する必要が
あります。

デフォルト・データベースを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、ステージは環境変数
APT_DBNAME が定義されている場合はその設定に基づいて、定義されていない場
合は DB2DBDFT の設定に基づいてデータベースを使用します。このプロパティー
を「偽」に設定する場合、「データベースのオーバーライド」プロパティーに値を
指定する必要があります。

サーバー
オプションで、表の IBM DB2 インスタンス名を指定します。このプロパティーは
「デフォルト・サーバーを使用」プロパティーを「偽」に設定している場合に表示
されます。

データベース
オプションで、アクセスする IBM DB2 データベースの名前を指定します。このプ
ロパティーは「デフォルト・データベースを使用」プロパティーを「偽」に設定し
ている場合に表示されます。

クライアント・インスタンス名
このプロパティーは、リモート IBM DB2 サーバーに接続する場合にのみ必要で
す。ここで指定された IBM DB2 クライアントを介して、接続を行います (「 リモ
ート接続」セクションを参照)。
注: 「IBM DB2 データベースへのアクセス」で説明するように、接続について詳し
くは、通常は環境変数により指定されます。リモート接続を指定している場合、ク
ライアント・インスタンス名を埋めるときに、ユーザー・フィールドとパスワー
ド・フィールドが現れ、リモート・サーバーへの接続のためのユーザー名とパスワ
ードを指定できます。

「オプション」カテゴリー
「オプション」カテゴリーで、作成しているジョブに追加プロパティーを設定する
ことができます。

配列サイズ
「書き込み方法」が「削除」および「アップサート」の場合だけに利用可能です。
「アップサート」に対しては省略可能です。挿入/削除ホスト配列のサイズを指定し
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ます。デフォルトは 2000 ですが、各挿入/削除ステートメントを個々に実行したい
場合には 1 を入力します。

リジェクトへ出力
これは、「書き込み方式」が「アップサート」の場合に表示されます。挿入に失敗
した行の処理方法を指定します。失敗した行をリジェクト・リンクに送信する場合
は「真」を、行をドロップする場合は「偽」を選択します。各リジェクト行には、
状態フィールドが追加されます。このフィールドには、レコードがリジェクトされ
た理由を示す 5 文字の SQL コードが含まれています。

行コミット間隔
これは、「書き込み方式」が「アップサート」、「行の削除」、「書き込み」の場
合に使用可能です。新しいトランザクションを開始する前にコミットするレコード
数を指定します。指定する数は、配列サイズの倍数でなければなりません。「アッ
プサート」および「行の削除」の場合、デフォルトは配列サイズ (デフォルトで
2000 に指定されています) です。「書き込み」の場合、デフォルトは 2000 です。
「行コミット間隔」の値を小さく設定する場合、IBM DB2 はコミットを頻繁に実行
します。そのため、プログラムが予期せず終了した場合でも、データ・セットには
まだ部分的な結果が含まれているので、ユーザーはそれを使用することができま
す。しかし、コミットの頻度が多いことで、パフォーマンスの低下を招く場合があ
ります。「行コミット間隔」に大きい値を指定すると、IBM DB2 はそれに応じて大
量のロールバック情報をログに書き込む必要が生じます。この場合も、アプリケー
ションの実行速度を遅くする可能性があります。

タイム・コミット間隔
これは、「書き込み方式」が「アップサート」、「行の削除」の場合に使用可能で
す。入力配列のコミットと新規トランザクション開始の間隔に対して InfoSphere
DataStage が許可する秒数を指定します。デフォルト時間間隔は 2 秒です。

表にない列を自動的にドロップ
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。「真」に設定すると、
既存の IBM DB2 表内の列に対応しないすべての入力列がエラー報告なしでドロッ
プされます。それ以外の場合は、ステージがエラーを報告し、ジョブを終了しま
す。

列名を切り捨て
このオプションを選択すると、列名が 18 文字に切り捨てられます。18 文字以外に
指定したい場合は、「切り捨て長の指定」従属プロパティーを使用して次のように
します。
v 「切り捨て長の指定」
デフォルトで 18 に設定されています。他の切り捨て長を指定する場合は、この
値を変更してください。
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クローズ・コマンド
このプロパティーはオプションです。ステージが IBM DB2 表の処理を完了したあ
とに IBM DB2 データベースによって構文解析され、全処理ノードに対して実行さ
れるコマンドを、このプロパティーに指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメ
ーターを指定することができます。

デフォルト・ストリング長
これはオプションのプロパティーで、デフォルトで 32 に設定されています。IBM
DB2 表に書き込まれる可変長ストリングの、デフォルトのストリングの長さを設定
します。設定した長さを超える可変長ストリングは、エラーになります。
設定できる最大の長さは 4000 バイトです。ステージは、常に、指定されたバイト
数を可変長ストリングに割り振ることに注意してください。つまり、値を 4000 に
設定すると、すべてのストリングに対して 4000 バイトが割り振られます。そのた
め、予測される最大のストリング長を設定し、必要以上に大きい値を割り振らない
ようにしてください。

オープン・コマンド
このプロパティーはオプションです。IBM DB2 表が開かれる前に IBM DB2 デー
タベースにより構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドをこのプ
ロパティーで指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメーターを指定することが
できます。

ASCII 区切りフォーマットを使用
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。このオプションを指定すると、デフォルトの ASCII 固定形式でなく
ASCII 区切り付き形式を使用してバイナリー・データをロードするように IBM
DB2 が設定されます。
このオプションは、データベースで可変長の列ごとに最大のストレージを割り振る
必要がなくなるため、可変長の列がある場合に便利です。しかし数値列がすべて
IBM DB2 によって ASCII フォーマットに変換されるため、この操作を行うと
CPU に負荷が集中します。詳しくは、IBM DB2 のリファレンス・マニュアルを参
照してください。

失敗時にクリーンアップ
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。このオプションを指定すると、ステージの実行中に、ロードされてい
る表スペースがアクセス不能状態のままになる障害に対処します。
クリーンアップ手順では、データを表に挿入することも、データを表から削除する
こともありません。IBM DB2 コマンド・レベルのインタープリターを使用するか、
または引き続いてこのステージの「置き換え」または「書き込みを切り捨て」モー
ドを使用することで、エラーの発生した実行で挿入された行を削除する必要があり
ます。
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メッセージ・ファイル
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 IBM DB2 ローダーが診断メッセージを書き込むファイルを指定しま
す。データベース・インスタンスは、ファイルに対する読み取り/書き込み権限を持
っている必要があります。

DB オプション
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定し、「書き込みモー
ド」を「作成」または「置換」に設定している場合にのみ表示されます。IBM DB2
が表を作成する際に使用されるオプションの表スペースまたはパーティション・キ
ーを指定します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage はデフォルトの表スペース内のすべての処理
ノード上に表を作成し、その表内の最初の列 (入力データ・セット内の最初のフィ
ールドに対応する) をパーティション・キーとして使用します。
引数を、次の形式で中括弧 ({}) で囲んだストリングとして指定します。
{tablespace=t_space,[key=col0,...]}

リカバリー不能トランザクション
このオプションは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表示
されます。デフォルトでは「偽」に設定されています。「真」に設定すると、ロー
ド・トランザクションはリカバリー不能としてマークされます。以降のロールフォ
ワード・アクションでトランザクションをリカバリーすることができなくなりま
す。ロールフォワード・ユーティリティーは、そのトランザクションをスキップ
し、データがロードされた表を「無効」としてマークします。このユーティリティ
ーは、表に対する以降のトランザクションも無視します。ロールフォワードの完了
後は、表のドロップのみが可能になります。表スペースはロード処理の後にバック
アップ・ペンディング状態になりません。また、ロードされたデータのコピーはロ
ード処理中に作成されません。

埋め込み文字
これは、「書き込み方式」を「アップサート」または「行の削除」に設定している
場合に表示されます。データベースの DB2 char 列より短い長さのストリングが含
まれている場合、WHERE 節の作成で使われる埋め込み文字を指定します。デフォ
ルトでは NULL に指定されています。 (「埋め込み文字プロパティーの使用」とい
うタイトルのセクションを参照)

例外表
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。表のロード制約に違反する行を挿入する表の名前を指定することがで
きます。表は、IBM DB2 データベース内で作成されている必要があります。例外表
は、「書き込みモード」が「作成」または「置換」に設定されている場合には使用
できません。
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統計
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。ロードの完了時にどの統計が生成されるかを指定できます。ロード・
プロセスの一部として、IBM DB2 は表の最適化に必要な統計を収集します。このオ
プションは「書き込みモード」が「切り捨て」の場合のみ有効で、その他の場合は
無視されます。

ノードごとのプロセス数
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。ノードごとに開始するプロセスの数を指定することができます。0 に
設定すると、ステージは独自のアルゴリズムを使用し、実行時に使用可能な CPU
の数に基づいて最適な数を決定します。ただし、この場合、その他のジョブのワー
クロードは考慮されません。デフォルトでは 1 に設定されており、次の従属プロパ
ティーがあります。
v 「任意のロード順序」
「ノードごとのプロセス数」が 1 よりも大きな値に設定されている場合に表示さ
れます。これを「真」に設定すると、各ノードのロードを任意にできるようにな
ります。これによって、潜在的パフォーマンスが向上します。

USS のオプション
USS デプロイメント・プロジェクト (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
パラレル・ジョブ開発者ガイド」の USS でのパラレル・ジョブに関するトピック
を参照) 内でジョブをデザインしている場合、「接続」カテゴリーと「オプショ
ン」カテゴリーで利用可能なプロパティーは異なり、追加のカテゴリー、「MVS デ
ータ・セット」があります。以下の表に、これらのカテゴリーで使用可能なプロパ
ティーを示します。「ターゲット」カテゴリーで利用可能なプロパティーについて
は、「ターゲット・プロパティー」のセクションを参照してください。
表 15. USS オプションおよび値
カテゴリーおよびプ
ロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

真/偽

真

はい

N/A

接続/サーバー/データ string
ベース

N/A

はい (「データベース環 N/A
境変数の使用」=「偽」
の場合)

オプション/制約を強
制

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」の場合)

オプション/ディクシ
ョナリーを保持

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」の場合)

オプション/プレフォ
ーマット

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」の場合)

オプション/表にない
列をドロップ

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」または「書
き込み」の場合)

接続/デフォルト・デ
ータベースを使用
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表 15. USS オプションおよび値 (続き)
カテゴリーおよびプ
ロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

オプション/列名を切
り捨て

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」または「書
き込み」の場合)

オプション/切り捨て
長の指定

数値

18

いいえ

オプション/詳細

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」の場合)

オプション/クロー
ズ・コマンド

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/デフォル
ト・ストリング長

数値

32

いいえ

N/A

オプション/例外表

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/ノードご
とのプロセス数

数値

1

いいえ

オプション/任意のロ
ード順序

真/偽

真

いいえ

ノードごと
のプロセス
数

オプション/オープ
ン・コマンド

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/推定行数

integer

N/A

いいえ

N/A

オプション/ソート・
デバイス・タイプ

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/ソート・
キー

integer

N/A

いいえ

N/A

オプション/When 節

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/CREATE
ステートメント

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
= 「ロード」および「書
き込みモード」 = 「作
成」の場合)

オプション/DB オプ
ション

string

N/A

いいえ

オプション/データ・
セットの再利用

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「ロード」および「書
き込みモード」=「置
換」の場合)

列名を切り
捨て

N/A
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表 15. USS オプションおよび値 (続き)
カテゴリーおよびプ
ロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

オプション/統計

v stats_all

stats_none

いいえ

N/A

v stats_both
v stats_extindex_only
v stats_extindex_table
v stats_exttable_only
v stats_index
v stats_none
v stats_table
オプション/配列サイ
ズ

数値

2000

はい (「書き込み方式」 N/A
=「削除」の場合)

オプション/埋め込み
文字

string

NULL

いいえ

N/A

オプション/行コミッ
ト間隔

数値

配列サイズの値

いいえ

N/A

オプション/タイム・
コミット間隔

数値

2

いいえ

N/A

オプション/リジェク
ト・レコードを出力

真/偽

偽

はい (「書き込み方式」 N/A
=「アップサート」の場
合)

「接続」カテゴリー
「入力」リンクの「接続」カテゴリーで、データベース接続に適したプロパティー
を設定することができます。

デフォルト・データベースを使用
デフォルトでは「真」に設定されています。この場合、デフォルトの IBM DB2 サ
ブシステムがこのステージで使用されます。このプロパティーを「偽」に設定する
場合、「データベースのオーバーライド」プロパティーに値を指定する必要があり
ます。

データベース
オプションで、アクセスする IBM DB2 データベースの名前を指定します。このプ
ロパティーは「デフォルト・データベースを使用」プロパティーを「偽」に設定し
ている場合に表示されます。

MVS データ・セットのカテゴリー
このカテゴリーで、MVS データ・セットに適したプロパティーを指定することがで
きます。
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廃棄 DSN
リジェクトされたレコードを格納する MVS データ・セットの名前を指定します。
次のサブプロパティーが設定されています。
v 「廃棄デバイス・タイプ」
指定した廃棄データ・セットに使用するデバイス・タイプです。
v 「廃棄スペース」
廃棄データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定しま
す。
v 「ノード毎の最大廃棄数」
データ・セットに保持する 1 ノードあたりの最大廃棄行数を指定する整数です。

エラー DSN
エラーのため、IBM DB2 にロードできなかった行を格納する MVS データ・セッ
トの名前です。次のサブプロパティーが設定されています。
v 「エラー・デバイス・タイプ」
指定したエラー・データ・セットに使用するデバイス・タイプです。
v 「エラー・スペース」
エラー・データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定し
ます。

マップ DSN
エラーの原因となった入力レコードに識別子をマッピングするために、MVS デー
タ・セットの名前を指定します。このプロパティーには、次のサブプロパティーが
あります。
v 「マップ・デバイス・タイプ」
指定したマップ・データ・セットに使用するデバイスのタイプです。
v 「マップ・スペース」
マップ・データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定し
ます。

ワーク 1 DSN
入力をソートする MVS データ・セットの名前を指定します。このプロパティーに
は、次のサブプロパティーがあります。
v 「ワーク 1 デバイス・タイプ」
指定したワーク 1 データ・セットに使用するデバイスのタイプです。
v 「ワーク 1 スペース」
ワーク 1 データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定
します。
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ワーク 2 DSN
出力をソートする MVS データ・セットの名前を指定します。このプロパティーに
は、次のサブプロパティーがあります。
v 「ワーク 2 デバイス・タイプ」
指定したワーク 2 データ・セットに使用するデバイスのタイプです。
v 「ワーク 2 スペース」
ワーク 2 データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定
します。

「オプション」カテゴリー
このカテゴリーで、書き込み処理に関する追加のプロパティーを指定できます。

制約を強制
このプロパティーは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ
使用可能です。「真」に設定すると、ロード中にエラーが検出された時点でエラー
となっている行を削除し、その行を特定するメッセージが発行されます。これに
は、次が必要となります。
v 参照制約が存在すること。
v 入力が格納されていること
v マップ DSN データ・セットが MVS データ・セット・カテゴリーで指定されて
いること。

ディクショナリーを保持
このプロパティーは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ
使用可能です。「真」に設定すると、ロード中に新しい圧縮ディクショナリーを作
成しないようにします。このプロパティーは、関連する表スペースに COMPRESS
YES 属性がない場合には無視されます。

プレフォーマット
このプロパティーは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ
使用可能です。「真」に設定すると、表スペースとその索引スペース内の残りのペ
ージにプレフォーマットが実行されます。

表にない列を自動的にドロップ
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。「真」に設定すると、
既存の IBM DB2 表内の列に対応しないすべての入力列がエラー報告なしでドロッ
プされます。それ以外の場合は、ステージがエラーを報告し、ジョブを終了しま
す。

列名を切り捨て
このオプションを選択すると、列名が 18 文字に切り捨てられます。18 文字以外に
指定したい場合は、「切り捨て長の指定」従属プロパティーを使用して次のように
します。
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v 「切り捨て長の指定」
デフォルトで 18 に設定されています。他の切り捨て長を指定する場合は、この
値を変更してください。

詳細
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。「真」に設定すると、IBM DB2 は、基本キーなどの違反によりレコー
ドがリジェクトされたときに InfoSphere DataStage が生成したすべてのメッセージ
を記録します。

クローズ・コマンド
このプロパティーはオプションです。ステージが IBM DB2 表の処理を完了したあ
とに IBM DB2 データベースによって構文解析され、全処理ノードに対して実行さ
れるコマンドを、このプロパティーに指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメ
ーターを指定することができます。

デフォルト・ストリング長
これはオプションのプロパティーで、デフォルトで 32 に設定されています。IBM
DB2 表に書き込まれる可変長ストリングの、デフォルトのストリングの長さを設定
します。設定した長さを超える可変長ストリングは、エラーになります。
設定できる最大の長さは 4000 バイトです。ステージは、常に、指定されたバイト
数を可変長ストリングに割り振ることに注意してください。つまり、値を 4000 に
設定すると、すべてのストリングに対して 4000 バイトが割り振られます。そのた
め、予測される最大のストリング長を設定し、必要以上に大きい値を割り振らない
ようにしてください。

例外表
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。表のロード制約に違反する行を挿入する表の名前を指定することがで
きます。表は、IBM DB2 データベース内で作成されている必要があります。例外表
は、「書き込みモード」が「作成」または「置換」に設定されている場合には使用
できません。

ノードごとのプロセス数
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。ノードごとに開始するプロセスの数を指定することができます。0 に
設定すると、ステージは独自のアルゴリズムを使用し、実行時に使用可能な CPU
の数に基づいて最適な数を決定します。ただし、この場合、その他のジョブのワー
クロードは考慮されません。デフォルトでは 1 に設定されており、このプロパティ
ーには次の従属プロパティーがあります。
v 「任意のロード順序」
「ノードごとのプロセス数」が 1 よりも大きな値に設定されている場合に表示さ
れます。これを「真」に設定すると、各ノードのロードを任意にできるようにな
ります。これによって、潜在的パフォーマンスが向上します。
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オープン・コマンド
このプロパティーはオプションです。IBM DB2 表が開かれる前に IBM DB2 デー
タベースにより構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドをこのプ
ロパティーで指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメーターを指定することが
できます。

推定行数
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。データベースにロードする (ノード全体での) 推定行数を指定します。
すべての行を格納するのに必要な 1 次割り振りスペースをロードが開始される前に
概算します。

ソート・デバイス・タイプ
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。DFSORT が使用する動的に割り振られたデータ・セットのデバイス・
タイプを指定します。

ソート・キー
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。キーに応じて事前に行をソートするように設定します。値はソートす
る索引キーの推定数です。このプロパティーは、表スペースに索引がない場合、索
引が 1 つだけの場合、またはデータが索引キーに基づいて既にソートされている場
合は使用しないでください。

WHEN 節
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。ロード・スクリプトの WHEN 節を指定します。

CREATE ステートメント
このオプションは、「書き込み方式」を「ロード」に設定し、「書き込みモード」
を「作成」または「置換」に設定している場合にのみ利用可能です。SQL ステート
メントを指定して、表を作成します。

DB オプション
このオプションは、「書き込み方式」を「ロード」に設定し、「書き込みモード」
を「作成」または「置換」に設定している場合にのみ表示されます。IBM DB2 が表
を作成する際に使用されるオプションの表スペースまたはパーティション・キーを
指定します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage はデフォルトの表スペース内のすべての処理
ノード上に表を作成し、その表内の最初の列 (入力データ・セット内の最初のフィ
ールドに対応する) をパーティション・キーとして使用します。
引数を、次の形式で中括弧 ({}) で囲んだストリングとして指定します。
{tablespace=t_space,[key=col0,...]}
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データ・セットの再利用
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定され、「書き込みモー
ド」が「置き換え」に設定されている場合にだけ表示されます。「真」の場合、
IBM DB2 は、IBM DB2 の管理対象データ・セットを、再配置せずに再利用しま
す。

統計
「書き込み方式」が「ロード」に設定され、「書き込みモード」が「切り捨て」に
設定されている場合にだけ表示されます。ロード完了時に生成する統計情報を指定
します。ロード処理の一環として、IBM DB2 は表アクセスの最適化に必要な統計情
報を収集します。あるいは、RUNSTAT ユーティリティーを使用します。

配列サイズ
このオプションは、「書き込み方法」が「削除」および「アップサート」の場合の
みに利用可能です。「アップサート」に対しては省略可能です。挿入/削除ホスト配
列のサイズを指定します。デフォルトは 2000 ですが、各挿入/削除ステートメント
を個々に実行したい場合には 1 を入力します。

埋め込み文字
このオプションは、「書き込み方式」が「アップサート」または「行の削除」の場
合に表示されます。データベースの DB2 char 列より短い長さのストリングが含ま
れている場合、WHERE 節の作成で使われる埋め込み文字を指定します。デフォル
トでは NULL に指定されています。 (「埋め込み文字プロパティーの使用」という
タイトルのセクションを参照。)

行コミット間隔
このオプションは、「書き込み方式」が「アップサート」、「行の削除」、「書き
込み」の場合に使用可能です。新規のトランザクションを開始する前にコミットさ
れる必要のあるレコードの数を指定します。指定する数は、配列サイズの倍数でな
ければなりません。「アップサート」および「行の削除」の場合、デフォルトは配
列サイズ (デフォルトで 2000 に指定されています) です。「書き込み」の場合、デ
フォルトは 2000 です。
「行コミット間隔」の値を小さく設定する場合、IBM DB2 はコミットを頻繁に実行
します。そのため、プログラムが予期せず終了した場合でも、データ・セットには
まだ部分的な結果が含まれているので、ユーザーはそれを使用することができま
す。しかし、コミットの頻度が多いことで、パフォーマンスの低下を招く場合があ
ります。「行コミット間隔」に大きい値を指定すると、IBM DB2 はそれに応じて大
量のロールバック情報をログに書き込む必要が生じます。この場合も、アプリケー
ションの実行速度を遅くする可能性があります。

タイム・コミット間隔
このオプションは、「書き込み方法」が「アップサート」および「削除」の場合に
利用可能です。入力配列のコミットと新規トランザクション開始の間隔に対して
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InfoSphere DataStage が許可する秒数を指定します。デフォルト時間間隔は 2 秒で
す。

リジェクトへ出力
これは、「書き込み方式」が「アップサート」の場合に表示されます。挿入に失敗
した行の処理方法を指定します。失敗した行をリジェクト・リンクに送信する場合
は「真」を、行をドロップする場合は「偽」を選択します。各リジェクト行には、
状態フィールドが追加されます。このフィールドには、レコードがリジェクトされ
た理由を示す 5 文字の SQL コードが含まれています。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データを IBM DB2 データベースに書き込む前
にパーティション化またはコレクティングする方法の詳細を指定します。また、デ
ータが書き込まれる前にソートされるように指定することもできます。
デフォルトではステージのパーティションは DB2 モードで実行されます。この場
合、選択された IBM DB2 データベースのパーティション方式 (または「IBM DB2
データベースへのアクセス」で説明する環境変数で指定されるパーティション方式)
が使われます。
DB2/UDB Enterprise ステージが順次モードで動作している場合、ファイルにデータ
が書き込まれる前に、最初にデフォルトの自動コレクション方式を使用してデータ
が収集されます。
「パーティション」タブを使用すると、このデフォルトの動作をオーバーライドで
きます。正確には、このタブの処理は以下によって決まります。
v DB2/UDB Enterprise ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行さ
れるのか。
v ジョブの先行ステージがパラレル・モードで実行するよう設定されているか、あ
るいは順次モードで実行するよう設定されているか。
DB2/UDB Enterprise ステージがパラレル・モードで実行されるように設定されてい
る場合、「パーティション・タイプ」リストからパーティション方式を選択して設
定できます。この設定は現在のパーティション化よりも優先されます。
DB2/UDB Enterprise ステージが順次モードで実行されるように設定され、なおかつ
直前のステージがパラレル・モードで実行される場合には、「コレクター・タイ
プ」リストからコレクション方式を設定できます。この設定はデフォルトのコレク
ション方式 (自動) をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「全体」。データの書き込み先となる各ファイルは、データ・セット全体を受け
入れます。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可)
の値に基づいて、パーティションにハッシュされます。
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v 「モジュラス」。レコードは「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュ
ラス関数を使用してパーティション化されます。これは、タグ列のパーティショ
ンでよく使用されます。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムに分割
されます。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベー
スで分割されます。
v 「同一」。元のパーティションをそのまま維持します。
v 「DB2」: 指定した IBM DB2 表の IBM DB2 パーティション方式が複製されま
す。DB2/UDB Enterprise ステージの場合、これがデフォルトの方式です。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ
等しいサイズのパーティションに分割します。多くの場合、範囲パーティション
は、データ・セット全体のソートを実行するための前処理ステップです。追加の
プロパティーを設定する必要があります。これらのプロパティーにアクセスする
には、プロパティー・ボタンをクリックします。
次のコレクション方式があります。
v 「(自動)」。DB2/UDB Enterprise ステージの場合、これがデフォルトのコレクシ
ョン方式です。通常、「自動」モードでは、InfoSphere DataStage はいずれかの入
力パーティションのいずれかの行が読み取れるようになる都度、読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2
番目のパーティションからすべてのレコードを読み取り、以降のパーティション
も同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。まず最初の入力パーティションから 1 つのレコードを読み
取り、次に 2 番目のパーティションから 1 つのレコードを読み取り、以降のパ
ーティションも同様に処理します。最後のパーティションまで到達したら、オペ
レーターはまた最初からやり直します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取
ります。この方式を使用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティ
ング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートして
から、ファイルに書き込むように指定することもできます。ソートは、常にデー
タ・パーティション内で実行されます。ステージで着信データの分割が行われる場
合は、分割の後にソートされます。ステージでデータを収集する場合は、ソートし
てからコレクションが行われます。ソートを使用できるかどうかは、選択したパー
ティション方式またはコレクション方式に依存します。デフォルトの「自動」方式
では、ソートは利用できません。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクへの着信データをソートするよう指定する場合は、こ
れを選択します。「利用可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。前回ソートしたデータ・セットを保持する場合は、これを選択
します。これはデフォルトです。
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v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1
レコードのみを保持するよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソ
ートも設定している場合、最初のレコードが保存されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照
合規則を指定するロケールを選択できます。
さらにソート順、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、
NULL 列が各列の先頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キーを使用する
パーティション方式を利用する場合には、その列がソートのキーとして使われるの
か、パーティションのキーとして使われるのか、または両方に使われるのかも指定
できます。「選択済み」リストで列を選択して右クリックし、ショートカット・メ
ニューを表示します。

「出力」ページ
「出力」ページでは、DB2/UDB Enterprise ステージが IBM DB2 データベースから
データを読み取る方法の詳細を指定できます。このステージでは、1 つの出力リン
クのみが許可されます。または、参照出力リンクを設定できます。これは Lookup
ステージから IBM DB2 ルックアップ・テーブルを参照する際に使用されます。リ
ジェクトされたレコードが送られるリジェクト・リンクも設定できます。これは入
力リンクと組み合わせて使用されます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。「プロパティ
ー」タブでは、リンクの詳細な動作を指定できます。「列」タブでは、データの列
定義を指定できます。「高度」タブを使用して、出力リンクのデフォルトのバッフ
ァリング設定を変更できます。
DB2/UDB Enterprise ステージのプロパティーの詳細について、以降のセクションで
説明します。その他のタブの概要については、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド を参照してください。

「出力ファイルのプロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、出力リンクのプロパティーを指定できます。こ
のプロパティーによって、入力データが読み取られる表と、読み取りの方法が指定
されます。指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフ
ォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルト
では赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
「SQL のビルド」ボタンを使用すると SQL ビルダーがすぐに開くので、SQL 照会
を作成してデータを読み取るのに便利です。 SQL ビルダーの使用に関する説明
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイ
ド」の SQL ビルダーのトピックを参照してください。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンス・リストを示しま
す。表の後に、各プロパティーの詳細を説明します。
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表 16. 出力リンク・プロパティーおよび値
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

「ソース」/「ル
ックアップ・タ
イプ」

「通常」/
「スパース」

通常

N/A
はい (出力が
Lookup ステージ
に接続された参
照リンクの場合)

ソース/読み取り
方式

「表」/
「自動生成
SQL」/「ユーザ
ー定義 SQL」

表

はい

N/A

ソース/表

string

N/A

はい (「読み取
り方式」 =
「表」の場合)

N/A

「ソース」/
「WHERE 節」

string

N/A

いいえ

表

ソース/選択リス
ト

string

N/A

いいえ

表

ソース/照会

string

N/A

N/A
はい (「読み取
り方式」 = 「照
会」の場合)

「ソース」/「パ
ーティション
表」

string

N/A

いいえ

照会

接続/デフォル
ト・データベー
スを使用

真/偽

真

はい

N/A

接続/デフォル
ト・サーバーを
使用

真/偽

真

はい

N/A

接続/サーバー

string

N/A

はい (「データ
N/A
ベース環境変数
の使用」=「偽」
の場合)

接続/データベー
ス

string

N/A

はい (「デフォ
ルト・サーバー
を使用」 =
「偽」の場合)

N/A

接続/クライアン
ト・インスタン
ス名

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/クロ
ーズ・コマンド

string

N/A

いいえ

N/A

オプション/オー
プン・コマンド

string

N/A

いいえ

N/A
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「ソース」カテゴリー
「ソース」カテゴリーでは、データの読み取り元となるデータベースのプロパティ
ーを指定することができます。

ルックアップ・タイプ
DB2/UDB Enterprise ステージが参照リンク経由で Lookup ステージに接続される場
合、このプロパティーで、ステージがメモリー内ルックアップのデータを提供する
か (「ルックアップ・タイプ」=「ノーマル」)、またはルックアップがデータベース
に直接アクセスするか (「ルックアップ・タイプ」=「スパース」) を指定します。
「ルックアップ・タイプ」が「ノーマル」の場合、Lookup ステージには複数の参照
リンクを設定できます。「ルックアップ・タイプ」が「スパース」の場合、Lookup
ステージには 1 つの参照リンクしか設定できません。

読み取り方式
このプロパティーは、IBM DB2 データベースの読み取り時に表または照会のどちら
を指定するか、および照会の生成方法を指定します。
v 「表」プロパティーを使用して読み取りを指定する場合は「表」方式を選択しま
す。読み取りは、パラレル・モードで行われます。
v ユーザーが定義した列と「表」プロパティーに指定した表に基づいて InfoSphere
DataStage で自動的に SQL 照会を生成する場合は「自動生成 SQL」を選択しま
す。
v ユーザー独自の照会を定義する場合は「ユーザー定義 SQL」を選択します。
v SQL ビルダーを開き、その便利なインターフェースを使用して照会を定義する場
合は、「SQL ビルダー生成 SQL」を選択します。 (SQL ビルダーに関する説明
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガ
イド」を参照してください。
デフォルトで、「SQL ビルダー生成 SQL」、「自動生成 SQL」および「ユーザー
定義 SQL」読み取り方式は、単一ノードで順次に処理します。「パーティション
表」プロパティーを指定すると、「ユーザー定義 SQL」読み取りを並列に処理する
ことができます。

照会
このプロパティーは、「ユーザー定義照会」または「自動生成 SQL」の読み取り方
式を選択した場合に SQL 照会を含めるために使用します。「自動生成 SQL」を使
用する場合は、表を選択して、列定義を指定する必要があります。 SQL ステート
メントには、結合、ビュー、データベース・リンク、同義語などを含めることがで
きます。以下の従属オプションがあります。
v パーティション表
名前付き表から取得されたパーティションを含む処理ノードに対する、照会のパ
ラレル実行を指定します。このオプションを指定しないと、ステージは照会を単
一ノードで順次実行します。
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表
IBM DB2 表の名前を指定します。表が存在しており、その表に対する SELECT 特
権を持っている必要があります。ユーザーの IBM DB2 ユーザー名が指定した表の
オーナー名に対応していない場合には、次の形式を使用して表名の前に表オーナー
名を付加できます。
table_owner.table_name

「読み取り方式」として「表」を使用している場合、「表」プロパティーには以下
の 2 つの従属プロパティーがあります。
v WHERE 節
SELECT ステートメントで WHERE 節を指定して、読み取り処理に含める、ま
たは読み取り処理から除外する表の行を指定することができます。 WHERE 節を
指定しないと、すべての行が読み取られます。
v 選択リスト
列名の SQL 選択リストを指定することができます。

「接続」カテゴリー
このカテゴリーで、接続先のサーバーおよびデータベースに適したプロパティーを
設定することができます。

デフォルト・サーバーを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、ステージは
DB2INSTANCE 環境変数の設定に基づいてサーバーを使用します。これを「偽」に
設定する場合、「サーバー設定」プロパティーの値を指定する必要があります。こ
れは、 USS システムにデプロイするジョブを作成している場合には表示されませ
ん。

デフォルト・データベースを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、ステージは環境変数
APT_DBNAME が定義されている場合はその設定に基づいて、定義されていない場
合は DB2DBDFT の設定に基づいてデータベースを使用します。 USS システムの
場合、「真」に設定すると、デフォルト IBM DB2 サブシステムが使用されます。
このプロパティーを「偽」に設定する場合、「データベースのオーバーライド」プ
ロパティーに値を指定する必要があります。

サーバー
オプションで、表の IBM DB2 インスタンス名を指定します。このプロパティーは
「デフォルト・サーバーを使用」プロパティーを「偽」に設定している場合に表示
されます。これは、 USS システムにデプロイするジョブを作成している場合には
表示されません。
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データベース
オプションで、アクセスする IBM DB2 データベースの名前を指定します。このプ
ロパティーは「デフォルト・データベースを使用」プロパティーを「偽」に設定し
ている場合に表示されます。

クライアント・インスタンス名
このプロパティーは、リモート IBM DB2 サーバーに接続する場合にのみ必要で
す。ここで指定された IBM DB2 クライアントを介して、接続を行います (「 リモ
ート接続」セクションを参照)。このプロパティーは、 USS システムにデプロイす
るジョブを作成している場合には表示されません。
注: 「IBM DB2 データベースへのアクセス」で説明するように、接続について詳し
くは、通常は環境変数により指定されます。リモート接続を指定している場合、ク
ライアント・インスタンス名を埋めるときに、ユーザー・フィールドとパスワー
ド・フィールドが現れ、リモート・サーバーへの接続のためのユーザー名とパスワ
ードを指定できます。

「オプション」カテゴリー
このカテゴリーで、SQL 照会のクローズおよびオープン、埋め込み文字を指定する
ことができます。

クローズ・コマンド
このプロパティーはオプションです。ステージが IBM DB2 表の処理を完了したあ
とに IBM DB2 データベースによって構文解析され、全処理ノードに対して実行さ
れるコマンドを、このプロパティーに指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメ
ーターを指定することができます。

オープン・コマンド
このプロパティーはオプションです。IBM DB2 表が開かれる前に IBM DB2 デー
タベースにより構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドをこのプ
ロパティーで指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメーターを指定することが
できます。

埋め込み文字
これは、IBM DB2 表を参照用に使用している場合、つまり、「ルックアップ・タイ
プ」を「スパース」に設定している場合に表示されます。データベースの DB2 char
列より短い長さのストリングが含まれている場合、WHERE 節の作成で使われる埋
め込み文字を指定します。デフォルトでは NULL に指定されています。 (「埋め込
み文字プロパティーの使用」というタイトルのセクションを参照。)
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第 6 章 DB2 UDB Load ステージ
IBM DB2 UDB Load ステージを使用して、 IBM InfoSphere DataStage サーバーま
たはパラレル・ジョブから DB2 データベースにデータを書き込むことができま
す。

DB2 UDB Load ステージの機能
DB2 UDB Load ステージには次の機能があります。
v NLS (各国語サポート) のサポート。
v ストリーム入力リンクからのバルク・ロードによるターゲット表へのデータ行の
入力。
v データをロードする方法として順次ファイル方式と名前付きパイプ方式をサポー
ト。
v 挿入、置換、および再実行のロード・モードをサポート。
v ロード・プロセスを制御するロード・パラメーターのサポート。
v 64 ビット・ファイル・システムの 2 GB ファイル・サイズ制限を超えたデー
タ・ファイルのサポート。

IBM DB2 データベースの環境変数の設定
UNIX プラットフォームでステージが正しく動作するには、特定の環境変数を設定
する必要があります。

このタスクについて
次の環境変数をサーバー・マシンで設定します。
v DB2INSTANCE
v INSTHOME
v LD_LIBRARY_PATH
環境変数 LD_LIBRARY_PATH の実際の名前は、プラットフォームによって異なり
ます。
v プラットフォームが AIX の場合、LIBPATH を使用します。
v プラットフォームが HP_UX の場合、SHLIB_PATH を使用します。
v プラットフォームが LINUX または Solaris の場合、LD_LIBRARY_PATH を使用
します。

ロード方式
IBM DB2 表にデータをロードするには、順次ファイル方式と名前付きパイプ方式の
2 つの方式があります。どちらの方式でデータをロードするかは、「ロード方式」
プロパティーで指定します。
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順次ファイル方式
順次ファイル方式を使用してデータをロードする場合、入力リンクからの行は、デ
ータ・ファイルと呼ばれる順次ファイルに、区切り文字で区切られているフォーマ
ットで書き込まれます。「直ちにロード」プロパティーの値に従って、データ・フ
ァイルを即時にロードするか、そうでなければロードを遅延します。順次ファイル
を使用するロードでは、すべての行をこのデータ・ファイルに書き込まなければな
らないため、名前付きパイプを使用するロードよりも処理に時間がかかります。
v 直ちにロードする場合は、データ・ファイル (INPDATA.DAT) が作成されます。
このファイルには、ロードされるデータ行が入っています。
v 遅延ロードの場合は、次の 3 つのファイルが作成されます。
– INPDATA.DAT。ロードされるデータ行が入っているデータ・ファイル。
– CMD.CLP。Connect、Load、および Quit コマンドが入っているコマンド・フ
ァイル。Load コマンドはプロパティー値から作成されます。
– ULOAD.BAT。コマンド・ファイルを呼び出すバッチ・ファイル。このカスタ
ム・バッチ・ファイルを実行することで、データ・ファイルがロードされま
す。
遅延ロードを使用する利点は、データ・ファイルとコマンド・ファイルを修正
したり、それらを別のマシンに移動したりできることです。

名前付きパイプ方式
名前付きパイプ方式を使用してデータをロードする場合、入力リンクからの行は、
データ・ロード用の名前付きパイプへ、データの終わりまで連続して入力されま
す。入力リンクからの行を、パイプへの入力後、即時にロードする必要がある場
合、この方式を使用します。

ロードの再実行
このタスクについて
ビルド・フェーズまたは削除フェーズで失敗したロードを再実行する際は、次の要
件を考慮してください。(このセクションの「ビルド」、「削除」、および「ロー
ド」とは、「再実行フェーズ」プロパティーの値を指しています。また、「挿
入」、「置換」、および「再実行」とは、「ロード・モード」プロパティーの値を
指しています。)
v 再実行フェーズでは、前回中断したロードで指定したパラメーターと同じパラメ
ーターを使用してください。
v 「再実行」の場合、データ・ファイルまたは名前付きパイプから新しいデータが
再読み取りされることはありません。「ビルド」再実行フェーズで索引を作成
し、すべての行を削除します。これは、「削除」再実行フェーズにおいてユニー
ク・キー違反が発生する原因になります。したがって、ビルド・フェーズまたは
削除フェーズでジョブの実行をする場合、「再実行」は使用しないでください。
(入力リンクから不要な行の読み取りが行われます。)
「挿入」または「置換」モードで失敗したロードを再実行する場合は、次のいずれ
かのオプションを使用します。
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v コマンド・ファイルの修正。「データとコマンド・ファイルのディレクトリー」
プロパティーで指定したディレクトリーにある uload.bat バッチ・ファイルを実
行します。uload.bat ファイルによって、IBM DB2 LOAD コマンドを実行するコ
マンド・ファイルが実行されます。
その後、cmd.clp コマンド・ファイル内の LOAD コマンドを INSERT (または
REPLACE) から RESTART に変更し、RESTARTCOUNT に B (ビルド) または
D (削除) を設定します。InfoSphere DataStage での処理を伴わずにロードを再実
行するには、この方式を使用してください。
v プロパティー値の変更。「ロード・モード」の値を「再実行」に変更し、「再実
行フェーズ」の値を「ロード」、「ビルド」、または「削除」にします。
それ以外のプロパティー値は、前回中断したロードで指定した値とすべて同じま
まにしてください。このオプションを使用すると、前回のステージからすべての
行を読み取るまで待機しなければなりません。これには時間がかかるため、
LOAD コマンド構文がよく分からない場合のみ、こちらの方式を使用するように
してください。

IBM DB2 データベースのロード
このタスクについて
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を使用して、以下の手順を実行し
ます。

手順
1. DB2 UDB Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. DB2 UDB Load ステージをデータ・ソースにリンクします。
3. 「列」タブを使用して列定義を指定します。
4. 「ロード方式」の説明に従い、適切なロード方式を判別します。
5. 「ステージ」タブに、適切なプロパティー値を追加します。
6. ジョブをコンパイルします。
7. ジョブが正しくコンパイルされた場合は、次のいずれかを選択できます。
v ジョブを Designer Client から実行します。
v InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター を使用して、ジョブを実
行するか、またはジョブをスケジュールします。
8. ジョブが正しくコンパイルされなかった場合は、エラーを修正して、リコンパイ
ルします。
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DB2 UDB Load ステージ - 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、ロード処理の詳細を指定します。
「プロパティー」タブには次のプロパティーが含まれます。
表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

データベース名

ストリン
グ

なし

ロードする表を格納しているデータベースの名前。
このデータベース別名は、クライアント構成セット
アップで指定します。

ユーザー名

ストリン
グ

なし

指定データベースへのログインに使用するユーザー
名

パスワード

ストリン
グ

なし

指定したユーザーのパスワード

表名

ストリン
グ

なし

データをロードする表の名前。スキーマ名が「ユー
ザー名」に指定した値と異なる場合は、表名にスキ
ーマ名を接頭部として追加しなければなりません。

ロード方式

ストリン
グ・リス
ト

名前付きパイプ

ターゲット表へのデータのロードに使用する「名前
付きパイプ」または「順次ファイル」方式。(「名前
付きパイプ」または「順次ファイル」)

直ちにロード

ストリン
グ・リス
ト

はい

データを直ちにロードするか、またはデータを後で
ロードするためにデータ・ファイルとバッチ・ファ
イルを作成するかを指定します。次のいずれかのロ
ード方式を指定します。
「名前付きパイプ・ロード方式」。即時ロードをサ
ポートします。
「ファイル・ロード方式」。即時ロードと遅延ロー
ドをサポートします。遅延ロードの場合は、デー
タ、コマンド、バッチの各ファイルが作成されま
す。バッチ・ファイルを実行することで、後でデー
タ・ファイルがロードされます。
「はい」に設定した場合は、直ちにロードされま
す。「いいえ」に設定した場合は、ロードは遅延さ
れます。
このプロパティーは、「ロード方式」に「順次ファ
イル」が設定されている場合のみ有効です。(「は
い」または「いいえ」)
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

クライアントからロード

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

リモート接続クライアントからのデータ・ロードの
可否を示します。 次のいずれかの値を指定しま
す。
「いいえ」 - リモート・クライアントからロードす
ることはできません。
「はい」 - リモート・クライアントからロードでき
ます。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン
7.1 以上で使用可能です。
(「いいえ」または「はい」)

データとコマンド・ファイルの
ディレクトリー

ストリン
グ

なし

データ・ファイル (INPDATA.DAT)、コマンド・フ
ァイル (CMD.CLP)、およびバッチ・ファイル
(ULOAD.BAT) が生成されるディレクトリー。これ
らのファイルが既に存在する場合は上書きします。
順次ファイルによるロード (遅延ロード) を指定し
た場合は、3 つすべてのファイルが生成されます。
直ちにロードする場合、データのロード中にエラー
が発生するとコマンド・ファイル、バッチ・ファイ
ルが生成されます (「中間データ・ファイルを削
除」を「いいえ」に設定している場合は、データ・
ファイルも生成されます)。必要な場合はこれらのフ
ァイルを修正し、それらを使用してロードを再実行
できます。

中間データ・ファイルを削除

ストリン
グ・リス
ト

はい

順次ファイルによるロード (即時ロード) を指定し
た場合、ロード後にデータ・ファイルを削除するか
どうかを指定します。「はい」に設定した場合、デ
ータ・ファイルは削除されます。「いいえ」に設定
した場合、データ・ファイルは保存されます。(「は
い」または「いいえ」)
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

データ・フォーマットのファイ
ル・タイプ

ストリン
グ・リス
ト

DEL

データのフォーマット。
「ASC」 - 区切り文字で区切られていない ASCII
フォーマット。
「DEL」 - 区切り文字で区切られている ASCII フ
ォーマット。
「IXF」 - (Integrated exchange format、PC バージ
ョン) 同じ、または別の IBM DB2 表からエクスポ
ートされる。
「CURSOR」 - VALUES ステートメントの
SELECT に対して宣言されたカーソル。
v ASC
v DEL
v IXF
v CURSOR

LOB パス

ストリン
グ

なし

ロードされる LOB 値を含んだデータ・ファイルの
パス。パスはコンマで区切ります。

ファイル・タイプ修飾子

ストリン
グ

lobsinfile
noheader

MODIFIED BY で使用する追加オプションを指定し
ます。オプションのリストと説明については、IBM
DB2 の資料を参照してください。

方式

ストリン
グ・リス
ト

D

データをどのように表の列にロードするかを指定
「L」 - データのロード元の開始列番号と終了列番
号を指定します。
「N」 - ロード対象のデータ・ファイルの列の名前
を指定します。
「P」 - ロードする入力データ・フィールドのフィ
ールド番号を指定します。
「D」 - デフォルトを指定します。
v L
v N
v P
v D

開始列 - 終了列
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なし

データのロード元の開始列番号と終了列番号。列番
号は、データの行の先頭からのバイト・オフセット
です。番号は 1 から始まります。このプロパティ
ーは、「方式」に「L」が設定されている場合のみ
有効です。

表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

列名

ストリン
グ

なし

ロード対象のデータ・ファイルの列の名前。これら
の列名の文字のケース (大/小文字) は、システム・
カタログ内の対応する名前のケースと一致していな
ければなりません。このプロパティーは、「方式」
に「N」が設定されている場合のみ有効です。

列位置

ストリン
グ

なし

ロード対象の入力データ・ファイルのフィールド番
号 (1 から始まる)。このプロパティーは、「方式」
に「P」が設定されている場合のみ有効です。

NULL インジケーター

ストリン
グ

なし

各 NULL インジケーター・フィールドの列番号を
指定する、コンマで区切られた正整数のリスト。こ
のプロパティーは、「方式」に「L」が設定されて
いる場合のみ有効です。

行バッファー・サイズ

長整数

4

入力リンクからの入力行のバッファー・サイズを指
定する KB 単位の数値。行はバッファーに入れら
れたあとで、順次ファイルまたは名前付きパイプに
ロードされます。

ロード・モード*

ストリン
グ・リス
ト

INSERT

ロードを実行するモードを指定します。次のいずれ
かのモードを指定します。
「挿入」。既存の表データを変更せずに、ロードし
たデータを追加します。
「置換」。すべての既存データを表から削除してか
らロードしたデータを挿入します。
「再実行」。前回中断したロードを再実行します。
「終了」。前回中断したロードを終了し、表が存在
する表スペースの状態をロード・ペンディングから
リカバリー・ペンディングに移行させます。
v INSERT
v 置換
v 再実行
v 終了

保存カウント*

長整数

0

整合点の確立前にロードするレコード数。デフォル
ト値の 0 では、必要な場合を除いて整合点は確立
されません。

行カウント*

長整数

0

ロードする物理レコードの数。ファイルの先頭から
n 行のみをロードできます。デフォルト値は 0
で、すべての行をロードします。

再実行カウント*

長整数

0

レコードのロードを開始する前にスキップするレコ
ード数。このプロパティーは、前回のロードが、い
くつかのレコードがデータベースへコミットされた
あとに失敗した場合に使用します。デフォルト値は
0 で、ロードを行 1 から開始します。
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

再実行フェーズ*

ストリン
グ・リス
ト

なし

ロード処理を再実行するフェーズ。ロードは、ロー
ド・フェーズ、ビルド・フェーズ、または削除フェ
ーズから再実行できます。挿入または置換ロード・
モードの場合、再実行フェーズ値に「ビルド」また
は「削除」は指定しないでください。
v ロード
v ビルド
v DELETE

警告カウント*

長整数

0

警告の数がその数に達するとロードを停止しなけれ
ばならない警告の数。デフォルト値は 0 で、警告
の数に関わらずロード処理を続行します。

ローカル・メッセージ・ファイ
ル名*

ストリン
グ

なし

出力メッセージで使用するローカル・ファイル名の
パス名が入っているストリング。

一時ファイルのディレクトリー* ストリン
グ

なし

データベース・サーバーが一時ファイルに使用する
ファイル名のパス名が入っているストリング。一時
ファイルは、メッセージおよび整合点を保存し、フ
ェーズ情報を削除するために作成されます。各ロー
ドには、完全修飾された固有のリモート・ファイル
名が必要です。

挿入列

ストリン
グ

なし

データが挿入される表の列を指定します。

DATALINK SPECIFICATION

ストリン
グ

なし

DATALINK 列を指定します。各 DATALINK 列に
対して指定できる列仕様は 1 つのみで、列仕様は
括弧で囲みます。それぞれの列は、1 つ以上の
DL_LINKTYPE と接頭部および 1 つの
DL_URL_SUFFIX 仕様で構成されます。

例外表名*

ストリン
グ

なし

(オプション) ロード中にエラーがあった行をコピー
する例外表名。この表は、ロード時にデータベース
に存在しなければなりません。

統計*

ストリン
グ・リス
ト

NoStatistics

表に対して収集される統計のタイプを示します。ロ
ード・モードが「挿入」または「再実行」の場合、
統計の収集はサポートされません。デフォルト値は
「NoStatistics」で、表の統計は収集されません。
v TableStats
v TableAndIndexesStats
v IndexStats
v TableAndDistributedStats
v TableAndDistributedStats
v AndBasicIndexes
v ExtendedStatsForIndexOnly
v ExtendedStatsForIndexes
v AndBasicTableStats
v AllStatistics
v NoStatistics
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

リカバリー不能*

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

ロード・トランザクションをリカバリー不能として
マークを付けるかどうかを指示します。マークを付
けると、あとでロールフォワード・アクションを行
ってもリカバリーできません。デフォルト値の「い
いえ」では、ロード・トランザクションはリカバリ
ー可能です。(「はい」/「いいえ」)

WITHOUT PROMPTING

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

データ・ファイルのリストにロード対象のすべての
ファイルが含まれていることと、リストされている
デバイスまたはディレクトリーでロード処理全体に
十分対応できることを指定します。
「はい」 - データ・ファイルのリストとリストされ
ているデバイスまたはディレクトリーでロード処理
全体に十分対応できることを示します。継続入力フ
ァイルが見つからないと、ロードは失敗して、表は
ロード・ペンディング状態のままになります。
「いいえ」 - オプションが指定されていないことを
示します。磁気テープ装置がコピー・イメージのテ
ープの終わりを検出した場合、またはリストの最後
の項目が磁気テープ装置だった場合は、ユーザーに
そのデバイスの新規テープを要求するプロンプトが
出されます。
(「はい」/「いいえ」)

データ・バッファー・サイズ*

長整数

0

ロード・ユーティリティー内でデータ転送のバッフ
ァー・スペースとして使用する 4 KB ページのペ
ージ数を示す数値。デフォルト値は 0 で、ロー
ド・ユーティリティーが実行時に最適値を計算しま
す。

ソート・バッファー・サイズ*

長整数

0

ロード処理で、索引キーのソートに使用する 4 KB
のメモリー・ページ数。ソート・バッファー・サイ
ズは、ソート・パフォーマンスに大きく影響しま
す。したがって、非常に大規模な表 (例えば、100
MB を超過する表など) の場合、このバッファーは
できるだけ大きく設定してください。デフォルト値
は 0 で、ロード・ユーティリティーが実行時に値
を計算します。

作業ディレクトリー*

ストリン
グ

なし

索引キーのソートに使用するオプションの作業ディ
レクトリー。値が指定されない場合、データベー
ス・サーバーのインストール・ディレクトリーにあ
る sqllib/tmp ディレクトリーが使用されます。

CPU 並列処理*

長整数

0

表オブジェクトの作成時に、ロード・ユーティリテ
ィーがレコードの解析、変換、フォーマットのため
に作成しなければならないプロセスまたはスレッド
の数。デフォルト値は 0 で、ロード・ユーティリ
ティーが実行時に値を選択します。
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ディスク並列処理*

長整数

0

表スペース・コンテナーへデータを書き込むために
ロード・ユーティリティーが作成しなければならな
いプロセスまたはスレッドの数。デフォルト値は 0
で、ロード・ユーティリティーが表スペース・コン
テナーの数と表の特性に基づいて値を選択します。

索引モード

ストリン
グ・リス
ト

AUTOSELECT

ロード時に索引を再構築するか、インクリメンタル
にそれらを拡張するかを指定します。
v AUTOSELECT
v REBUILD
v INCREMENTAL
v DEFERRED

トレース・レベル

長整数

0

ログに追加されるトレース情報のタイプを制御しま
す。次のトレース・レベルを 1 つ以上使用しま
す。
0 - トレースなし
1 - 重要なイベント
2 - パフォーマンス
4 - 関数
トレース・レベルは組み合わせることができます。
例えば、トレース・レベル 3 では、重要なイベン
トとパフォーマンスのメッセージがログに追加され
ます。
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ロード・データをコピー

ストリン
グ・リス
ト

なし

サーバー・データベースにロードされたデータのコ
ピーを保存することを指示します。サーバー・デー
タベースが LOGRETAIN または USEREXIT で構
成されている場合に、このプロパティーを使用しま
す。次のいずれかの値を指定します。
「いいえ」 - コピーは作成されません。
「はい」 - コピーが作成されます。
「ADSM の使用」 - ADSTAR Distributed Storage
Manager (ADSM) を使用してコピーが作成されま
す。「ADSM の使用」は、フォワード・リカバリ
ーが構成されている IBM DB2 Server V6 で使用可
能です。
「TSM の使用」 - Tivoli® Storage Manager (TSM)
を使用して、コピーが作成されます。「TSM の使
用」は、フォワード・リカバリーが構成されている
IBM DB2 Server V7 で使用可能です。
コピー・オプションは、即時ロード・モードと遅延
ロード・モードの両方で使用できます。
v いいえ
v はい
v ADSM の使用
v TSM の使用

デバイス/ディレクトリー名へコ
ピー

ストリン
グ

なし

コピーが生成される場所のデバイス名またはパス
名。このプロパティーは、「ロード・データをコピ
ー」が「はい」の場合のみ有効です。

ロード・ライブラリー名をコピ
ー

ストリン
グ

なし

コピーの生成に使用されるベンダー製品の共用ライ
ブラリーの名前。このプロパティーは、「ロード・
データをコピー」が「はい」の場合のみ有効です。

許可するアクセス・モード

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

ターゲット表のロック・レベルを指定します。
「いいえ」 - ロード中、排他アクセスでターゲット
表をロックします。
「READ」 - ロード処理は、共用モードでターゲッ
ト表をロックします。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
(「いいえ」または「READ」)
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

読み取りアクセス許可用表スペ
ース

ストリン
グ

なし

ALLOW READ ACCESS でサポートされる修飾
子。索引をビルドし直す場合、指定された表スペー
スを使用して索引のシャドー・コピーを作成しま
す。索引のシャドー・コピーは、INDEX COPY
PHASE で、ロードの最後に元の表スペースへコピ
ーされます。システム TEMPORARY 表スペースの
みをこのオプションで指定できます。このオプショ
ンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用
できます。

CHECK PENDING CASCADE

ストリン
グ・リス
ト

DEFERRED

ロードされる表のチェック・ペンディング状態を即
時にすべての下層にカスケードするかどうかを指定
します。
「IMMEDIATE」 - 外部キー制約のチェック・ペ
ンディング状態が即時にすべての下層外部キー表に
拡張されることを示します。
「DEFERRED」 - ロードされる表だけがチェッ
ク・ペンディング状態になることを示します。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v IMMEDIATE
v DEFERRED

LOCK WITH FORCE

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

ロード処理は、競合するロックを保持する他のアプ
リケーションを強制的にオフにできます。
「いいえ」 - ロードは待機します。すなわち、他の
アプリケーションを強制的にオフにはしません。
「はい」 - ロード・ユーティリティーの処理を進行
するために、競合するロックを保持する他のアプリ
ケーションを強制的にオフにします。このオプショ
ンには、FORCE APPLICATIONS データベース・コ
マンドと同じ権限が必要です。
v いいえ
v はい
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

PARTITIONED DB CONFIG

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

パーティション表へのロードであることを示しま
す。
「いいえ」 - PARTITIONED DB CONFIG パラメ
ーターは LOAD コマンドの中にありません。
「はい」 - PARTITIONED DB CONFIG パラメー
ターが LOAD コマンドの中にあります。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v いいえ
v はい

HOSTNAME

ストリン
グ

なし

ファイル転送コマンドのホスト名。指定されない場
合は、「nohost」が使用されます。このオプション
は、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用で
きます。

FILE_TRANSFER_CMD

ストリン
グ

なし

データがいずれかのパーティションにロードされる
前に呼び出される、実行可能プログラム・ファイ
ル、バッチ・ファイル、またはスクリプトを指定し
ます。指定する値は、完全修飾パスでなければなり
ません。実行ファイル名が含まれる絶対パスで、
254 文字以下でなければなりません。追加情報は、
IBM DB2 の資料を参照してください。このオプシ
ョンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使
用できます。

PART_FILE_LOCATION

ストリン
グ

なし

パーティション・ファイルが入っている完全修飾の
ディレクトリー。追加情報は、IBM DB2 の資料を
参照してください。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

OUTPUT_DBPARTNUMS

ストリン
グ

なし

パーティション番号のリストを指定します。パーテ
ィション番号は、ロード処理が行われるデータベー
ス・パーティションを表します。パーティション番
号は、表が定義されているデータベース・パーティ
ションのサブセットでなければなりません。リスト
内の項目はコンマで区切られていなければなりませ
ん。範囲で指定することもできます。追加情報は、
IBM DB2 の資料を参照してください。このオプシ
ョンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使
用できます。
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

PARTITIONING_
DBPARTNUMS

ストリン
グ

なし

パーティション処理で使用されるパーティション番
号のリスト。コンマを使用してリスト内の項目を区
切ります。範囲での指定も可能です。指定されなけ
れば、LOAD コマンドが、最適なパフォーマンスを
実現するために、必要なパーティションの数と使用
するパーティションを決定します。追加情報は、
IBM DB2 の資料を参照してください。このオプシ
ョンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使
用できます。

MODE

ストリン
グ・リス
ト

PARTITION_
AND_LOAD

パーティション・データベースのロード・モードを
指定します。追加情報は、IBM DB2 の資料を参照
してください。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。
v PARTITION_AND_LOAD
v PARTION_ONLY
v LOAD_ONLY
v LOAD_ONLY_ VERIFY_PART
v ANALYZE

MAX_NUM_ PART_AGENTS

Integer

25

ロード・セッションで使用されるパーティション・
エージェントの最大数。このオプションは、IBM
DB2 Server バージョン 8 でのみ使用できます。

ISOLATE_PART_ ERRORS

ストリン
グ・リス
ト

LOAD_ERRS_
ONLY

個々のパーティションで発生するエラーに対してロ
ード処理がどのように対応するかを指示します。追
加情報は、IBM DB2 の資料を参照してください。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v SETUP_ERRS_ONLY
v LOAD_ERRS_ONLY
v SETUP_AND_LOAD_ERRS
v NO_ ISOLATION

STATUS_ INTERVAL

Integer

100

進行状況メッセージを生成する前にロードするデー
タをメガバイト単位で指定します。有効な値は 1
から 4000 の範囲の整数です。このオプションは、
IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用できま
す。

PORT_RANGE

ストリン
グ

なし

内部通信のためのソケットの作成に使用する TCP
ポートの範囲を指定します。デフォルトの範囲は、
6000 から 6063 までです。このオプションは、
IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用できま
す。
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

CHECK_ TRUNCATION

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

入出力時にデータ・レコードの切り捨てをチェック
するかどうかを指定します。
「はい」 - プログラムは入出力時にデータ・レコー
ドの切り捨てをチェックします。
「いいえ」 - プログラムは入出力時にデータ・レコ
ードの切り捨てをチェックしません。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。

MAP_FILE_INPUT

ストリン
グ

なし

入力パーティション・マップ・ファイルの名前。パ
ーティション・マップがカスタマイズされている場
合は、パーティション・マップ・ファイルを指定し
なければなりません。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

MAP_FILE_OUTPUT

ストリン
グ

なし

出力パーティション・マップ・ファイルの名前。
「MODE」を「ANALYZE」に設定している場合
は、パーティション・マップ・ファイルを指定しな
ければなりません。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

TRACE

Integer

0

データ変換プロセスのダンプとハッシュ値の出力の
見直しが必要な場合に、トレースするレコードの数
を指定します。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

NEWLINE

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

各レコードの改行文字を検査するかどうかを指定し
ます。このオプションは、入力データ・ファイルが
各レコードを改行文字で区切っている ASC ファイ
ルで、「ファイル・タイプ修飾子」が「RECLEN =
x」に設定されている場合に使用されます。
「はい」 - 各レコードに改行文字があるかどうかを
検査します。レコード長も検査されます。
「いいえ」 - レコードに改行文字があるかどうかは
検査しません。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v はい
v いいえ

DISTFILE

ストリン
グ

なし

パーティション配布ファイルの名前。このオプショ
ンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用
できます。
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表 17. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

OMIT_HEADER

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

パーティション・マップ・ヘッダーをパーティショ
ン・ファイルに組み込むかどうかを指定します。
「はい」 - LOAD コマンドで OMIT_HEADER キ
ーワードを使用します。パーティション・マップ・
ヘッダーはパーティション・ファイルに組み込まれ
ません。
「いいえ」 - パーティション・マップ・ヘッダーを
パーティション・ファイルに組み込みます。このオ
プションは、IBM DB2 Server バージョン 8 での
み使用できます。
v はい
v いいえ

RUN_STAT_DBPARTNUM

Integer

-1

統計を収集するデータベース・パーティションを指
定します。「統計」に「NoStatistics」以外の値を設
定している場合、統計情報は 1 つのデータベー
ス・パーティションのみに収集されます。
「RUN_STAT_DBPARTNUM」を「-1」に設定した
場合、統計情報は出力パーティション・リストの最
初のデータベース・パーティションに収集されま
す。このオプションは、IBM DB2 Server バージョ
ン 8 でのみ使用できます。

* これらのプロパティー値は、uload ユーティリティーを呼び出す sqluload API プ
ログラムで使用されます。
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第 7 章 DB2Z ステージ
ジョブ・デザインで IBM DB2Z ステージを使用して、データの読み取りおよびロ
ードを行うことができます。

DB2Z ステージ・ジョブの開発
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して、
IBM DB2 for z/OS データベースにアクセスする DB2Z ステージを定義できます。

手順
1.
2.

DB2 ソースからの 『メタデータのインポート』。
Designer Client における 113 ページの『InfoSphere DataStage から DB2z ステ
ージへのアクセス』。

3. データの読み取りの場合 DB2Z ステージを次のようにセットアップします。
a.

115 ページの『ソースとしての DB2Z ステージの構成』.

b.

114 ページの『列定義のセットアップ』.

c.

115 ページの『データの読み取りの使用法プロパティーの定義』

4. データのロードの場合 DB2Z ステージを次のようにセットアップします。
a.

116 ページの『データのロードのための接続プロパティーの定義』.

b.

114 ページの『列定義のセットアップ』 (まだ、リンク用に指定されていな
い場合)。

c.

116 ページの『データのロード用のターゲット・プロパティーの定義』.

メタデータの処理
コネクターを使用してメタデータをインポートして、保存すると、そのメタデータ
はローカル・プロジェクトおよび他のプロジェクトやコンポーネントから使用でき
るようになります。
DB2z ステージを使用して、以下の情報をインポートすることができます。
v データ・ソース
v 特定のデータ・ソースのデータベース表、システム表、および、ビュー (オプシ
ョンで完全修飾名や別名も含みます)。
v 表の列の説明
メタデータをインポートする時に、列の名前、列の長さ、および列のデータ・タイ
プなど、そのデータベース列に関する情報が収集されます。

メタデータのインポート
動的リポジトリーに表定義を入れるには、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントから DB2z ステージを使用してメタデータを
インポートします。動的リポジトリーに表定義を入れると、他のプロジェクトまた
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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はコンポーネントがその表定義を使用できるようになります。 DB2Z データ・ソー
スからメタデータをインポートするときに、表が動的リポジトリーに作成され、表
定義がプロジェクト・リポジトリー・ツリーに作成されます。

手順
1. Designer Client で、メインメニューから「インポート」 > 「表定義」 > 「コネ
クター・インポート・ウィザードの開始」を選択して、「コネクター・メタデー
タのインポート」ウィザードを開きます。
2. 「データ・ソースの場所」ページで、動的リポジトリー内でメタデータを保管す
る場所を特定する、ホスト名とデータベースを選択して、「次へ」をクリックし
ます。 リストに値がない場合は、「新規の場所」をクリックして、共有メタデ
ータ管理ツールを開始します。
3. 「コネクター選択」ページで、インポート・プロセスのために DB2Z ステージ
を選択して、「次へ」をクリックします。
4. 「接続の詳細」ページで、データ・ソースの接続の詳細を指定して、「次へ」を
クリックします。 次に続くページで、インポート・プロセスに使用するコネク
ター・タイプに固有な情報を収集します。
5. 選択した DB2Z ステージの詳細を指定します。
6. インポートの詳細を確認し、「インポート」をクリックします。
7. リポジトリー・ツリーを参照して、表定義を作成するプロジェクト・リポジトリ
ー内の場所を選択します。「OK」をクリックします。

ユーザー定義メタデータの保存
ステージ・エディターを使用してリンクの列情報を変更することで、列のメタデー
タを定義して保存することができます。メタデータを保存後、リポジトリーからそ
の列定義をロードすることができます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの上部左隅で、メタデータを定義して保存したいリンクを
クリックします。
3. 「列」タブで、列のメタデータを定義します。
4. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
5. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力して、「OK」をクリックしま
す。
6. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを選択
し、「保存」をクリックします。

ステージおよびリンク属性の変更
IBM InfoSphere DataStage ジョブに DB2Z ステージを組み込むとき、ステージとリ
ンクには自動的に基本的なデフォルト属性が取得されます。デフォルト属性の一部
は変更できますし、他の基本的な情報を指定することもできます。
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手順
1. DB2Z ステージとリンクの属性を指定あるいは変更するには、InfoSphere
DataStage パラレル・キャンバスの「ステージ」アイコンをダブルクリックし
て、ステージ・エディターを開きます。
2. 次の属性を入力および変更できます。
ステージ名、入力名または出力名
ステージまたはリンクのデフォルト名を変更します。また、InfoSphere
DataStage パラレル・キャンバスのステージ名またはリンク名を変更でき
ます。
説明

ステージまたはリンクの説明もオプションで入力できます。

InfoSphere DataStage から DB2z ステージへのアクセス
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して
DB2z ステージにアクセスするためには、そのステージのアイコンをパラレル・キ
ャンバスに置きます。

手順
1. Designer Client で、メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」アイコンを選択して、「OK」を
クリックします。
3. 「パレット」メニュー内の Designer Client の左側で、「データベース」カテゴ
リーを選択します。
4. 「DB2Z ステージ」アイコンをパラレル・キャンバスにドラッグします。

データ・ソース接続の構成
DB2Z ステージを使用して読み取りまたは書き込み処理を実行するには、IBM DB2
for z/OS データ・ソースへの接続を定義する必要があります。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. デザイン中のジョブのプロパティーを表示するには、必要に応じてステージ・エ
ディターの「入力」タブまたは「出力」タブをクリックします。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、接続の作成に使用するインスタ
ンス、データベース、ユーザー名、およびパスワードを指定します。
4. 「データベース名」フィールドで、DB2 for z/OS データベースの名前を指定し
ます。
5. 「データベース・パスワード」フィールドで、DB2 for z/OS データベースのパ
スワードを指定します。
6. 「データベース・ユーザー ID」フィールドで、DB2 for z/OS データベースのユ
ーザー ID を指定します。
7. 「OK」をクリックします。
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列定義のセットアップ
列定義は、読み取り処理用もロード処理用も、同様の方法でセットアップできま
す。また、列グリッドをカスタマイズしたり、後で使用するために列定義を保存し
たり、事前に定義した列定義をリポジトリーからロードしたりできます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターで、「入力」タブまたは「出力」タブをクリックします。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示するプロパティーと、表示
順を選択します。そのあと、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. 行の各セルで、セルをダブルクリック
し、必要なオプションを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウに、列
メタデータを入力します。

列定義を入力する場合は、方式 1 を選択してください。方式 2 を選択した場
合、列メタデータが入力できます。
5. 複数の列でメタデータを共有するには、メタデータを共有する複数の列を選択し
ます。
a. 右クリックし、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウに適切な情報を入力し、「OK」をクリックしま
す。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
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b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。そのあと、「OK」をクリ
ックします。

データの読み取り
IBM DB2Z ステージを使用して DB2 for z/OS 表からデータを読み取ることができ
ます。
DB2 for z/OS 表からデータを読み取るには、DB2Z ステージをデータ処理のソース
として構成してください。

ソースとしての DB2Z ステージの構成
データ処理のソースとして IBM DB2Z ステージを構成することで、DB2Z ステー
ジを使用してデータを読み取ることができます。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、DB2Z ステージのデータ・ソー
ス接続を構成します。
4. 以下のいずれかのオプションを選択して、データ接続のロード、保存、あるい
は、テストをします。
オプション

説明

ロード

リポジトリーから既存のデータ接続をロード
します。

保存

指定した接続の設定を保存します。

データの読み取りの使用法プロパティーの定義
IBM DB2Z ステージをデータ読み取りのソースとして使用するために読み取り処理
の使用法プロパティーを定義します。

始める前に
DB2Z ステージのデータベース接続を構成する必要があります。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「ソース」セクションの「プロパティー」タブで、このステージがジョブでどの
ように作動するかを指定します。読み取りに「表名」を使用するか、あるいは
「ユーザー定義 SQL」を使用するかを指定します。
4. 「表名」フィールドに、読み取る表を指定します。
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5. 「SQL 照会」フィールドに、データを読み取るための SQL ステートメントを
指定します。

データのロード
DB2Z ステージを使用して、データを IBM DB2 for z/OS 表にロードすることがで
きます。
DB2Z ステージを使用してデータを DB2 for z/OS 表にロードするには、DB2Z ス
テージをデータ処理のターゲットとして構成してください。

データのロードのための接続プロパティーの定義
データ処理のターゲットとして DB2Z ステージを構成することで、DB2Z ステージ
を使用してデータをロードすることができます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンをダブルクリックしま
す。
a. 作成するリンクには、システムが生成した名前が付きます。このリンク名
は、IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバス、または、ステージ・
エディターのいずれでも編集できます。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「接続」セクションで、DB2Z ステージ用の以下の接続設定を指定します。
v
データベース名
DB2 for z/OS データベースのデータベース名を入力します。ローカル
DB2 システム、または IBM DB2 Connect™ でカタログされているの
と同じ名前を使用します。
データベース・ユーザー ID
DB2 for z/OS システムに接続するためのユーザー ID を入力します。
データベース・パスワード
DB2 for z/OS システムに接続するためのパスワードを入力します。

データのロード用のターゲット・プロパティーの定義
IBM DB2Z ステージをデータ・ロードのターゲットとして使用するためにロード処
理の使用法プロパティーを定義します。

始める前に
DB2Z ステージのデータベース接続を構成する必要があります。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
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3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 以下の選択で「モード」を指定します。
v 「追加」。ロード処理中に新規行が追加されます。
v 「切り捨て」。既存の行が削除されます。
5. 「表名」フィールドで、データの書き込み用の SQL ステートメントに使用され
る宛先表の名前を指定します。

データのロードのための転送プロパティーの定義
データを転送するためのロード処理の転送プロパティーを定義します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. データを転送するために以下のプロパティーを指定してください。
v
上書き このプロパティーが「真」に設定されていると、既存の MVS デー
タ・セットは上書きされます。このプロパティーが「偽」に設定され
ていると、ジョブは終了します。デフォルト・オプションは、「偽」
です。
転送先 データの転送先のコンピューターの名前を指定します。これは必須プ
ロパティーです。
転送タイプ
データ転送のタイプを指定します。データ転送に使用可能な唯一のオ
プションは FTP です。
ユーザー
データ転送用のユーザー名を指定します。
パスワード
データを転送するユーザー名に対するパスワードを指定します。
文字セット
z/OS に転送される NCHAR データ用の EBCDIC 文字セットを決定
します。

データのロードのためのオプション・プロパティーの定義
ロード処理のオプション・プロパティーを定義します。

始める前に
DB2Z ステージのデータベース接続を構成する必要があります。

手順
ロード処理のオプション・プロパティーを定義するには、以下を実行します。
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1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「オプション」カテゴリーのプロパティーを指定します。

オプション
IBM® DB2Z ステージがバルク・ロード・ジョブを実行するためのプロパティーを
指定します。z/OS 上の IBM® DB2Z ステージのファイルを作成する、特定のパー
ティションをロードする、ロードの最後に統計を表示するというオプションを設定
します。
IBM DB2Z ステージのデータ・ファイル属性のプロパティーを選択します。「は
い」を選択して、プロパティーのリストからプロパティーを追加します。
バッチ・パイプ・システム ID
バッチ・パイプ・システム ID の名前を指定します。
このプロパティーは、データがどのように z/OS に転送されるかを決定しま
す。「バッチ・パイプ・システム ID」プロパティーはオプションです。ID
を指定すると、z/OS へのデータの転送にバッチ・パイプが使用されます。
クローズ・コマンド
ロード・ユーティリティーが正常に終了したあとに SQL ステートメントを
実行する場合は、「クローズ・コマンド」プロパティーを使用します。「ク
ローズ・コマンド」プロパティーはオプションです。
クローズ・コマンドがエラーの場合のアクション
クローズ・コマンドが失敗したときに実行するアクションを識別するには、
「クローズ・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーを使用し
ます。
「クローズ・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーはオプシ
ョンです。有効な値は「失敗」と「続行」です。「失敗」がデフォルト値で
す。
コード化文字セット ID (複数可)
入力ファイル用の最大 3 つのコード化文字セット ID (CCSID) を指定しま
す。最初の値は、入力ファイルで検出される SBCS データの CCSID を指
定し、2 番目の値は、混合 DBCS データの CCSID を指定し、3 番目の値
は、DBCS データの CCSID を指定します。
DSN 接頭部
MVS データ・セット名の接頭部は、データ・セットまたはバッチ・パイプ
の名前を構成するために使用されます。名前を指定しなければ、データベー
ス・ユーザー ID が接頭部として使用されて、適切な名前が構成されます。
v データ・ファイルは prefix.IN##### という名前が付けられます。ここで、
##### はパーティション番号です。ロードされる表がパーティション化さ
れていなければ、パーティション番号として 00000 が使用されます。
v 廃棄ファイルは prefix.DSC##### という名前が付けられます。ここで、
##### はパーティション番号です。ロードされる表がパーティション化さ
れていなければ、パーティション番号として 00000 が使用されます。
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v 作業ファイルは prefix.WORK1 と prefix.WORK2 という名前が付けられま
す。
v エラー・ファイルは prefix.SYSERR という名前が付けられます。
v マップ・ファイルは prefix.SYSMAP という名前が付けられます。
ファイルのみ
z/OS 上にデータ・ファイルを作成するには、「ファイルのみ」プロパティ
ーを使用します。
「ファイルのみ」プロパティーはオプションです。このプロパティーの有効
な値は、「はい」と「いいえ」です。「はい」を選択すると、データ・ファ
イルが z/OS 上に作成されますが、ロード・ユーティリティーは呼び出され
ません。
注: BatchPipes® サブシステム ID が指定されている場合は、「はい」は選
択できません。
イメージ・コピー機能
このグループの中のプロパティーを使用して、イメージ・コピー・ファイル
とリカバリー・ファイルの詳細を指定します。バルク・ロード・ジョブが完
了した後に、イメージ・コピー機能を実行するかどうかを指定します。
このプロパティーの有効な値は次のとおりです。
v 並行
v 全部
v 増分
v いいえ
「いいえ」がデフォルト値です。有効な値を選択したときに表示されるプロ
パティーに値を指定することで、イメージ・コピー機能を構成できます。
ロギングありでロード
「ロギングありでロード」プロパティーを使用して、ロード処理の間にロギ
ングを行うかどうかを指示します。
「ロギングありでロード」プロパティーはオプションです。有効な値は「い
いえ」と「はい」です。「いいえ」がデフォルト値です。
廃棄データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーの廃棄データ・セット・プロパティーを指定しま
す。廃棄データ・セット・プロパティーを変更するには、「はい」を選択し
ます。詳しくは、 121 ページの『データ・セット・プロパティー』 を参照
してください。
エラー・データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーのエラー・データ・セット・プロパティーを指定
します。エラー・データ・セット・プロパティーを変更するには、「はい」
を選択します。詳しくは、 121 ページの『データ・セット・プロパティー』
を参照してください。
マップ・データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーのマップ・データ・セット・プロパティーを指定
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します。マップ・データ・セット・プロパティーを変更するには、「はい」
を選択します。詳しくは、 121 ページの『データ・セット・プロパティー』
を参照してください。
work1 データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーの work1 データ・セット・プロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。マップ・データ・セット・プロパ
ティーを指定するには、「はい」を選択します。詳しくは、 121 ページの
『データ・セット・プロパティー』を参照してください。
work2 データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーの work2 データ・セット・プロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。マップ・データ・セット・プロパ
ティーを変更するには、「はい」を選択します。詳しくは、 121 ページの
『データ・セット・プロパティー』を参照してください。
オープン・コマンド
ロード・ユーティリティーが開始する前に SQL ステートメントを実行する
場合は、「オープン・コマンド」プロパティーを使用します。
「オープン・コマンド」プロパティーはオプションです。
オープン・コマンドがエラーの場合のアクション
オープン・コマンドが失敗したときに実行するアクションを識別するには、
「オープン・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーを使用し
ます。
「オープン・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーはオプシ
ョンです。このプロパティーの有効な値は「失敗」と「続行」です。「失
敗」がデフォルト値です。
パーティション番号
ロードされるパーティションを指定します。
「パーティション番号」プロパティーはオプションです。このプロパティー
の値は、整数でなければなりません。値を指定しなければ、データはすべて
のパーティションにロードされます。
推定行カウント
「推定行カウント」プロパティーを使用して、結合されたすべてのパーティ
ションにロードされる行数の推定値を指定します。
この推定値は、データ・セットに割り振るディスク・スペースの総量の計算
に使用されます。「推定行カウント」はオプションです。このプロパティー
の値は、整数でなければなりません。デフォルト値は 1000 です。
コピー保留の設定
「コピー保留の設定」属性を使用して、表スペースがコピー保留状況に設定
されるかどうかを指定します。
「コピー保留の設定」プロパティーはオプションです。このプロパティーの
有効な値は、「いいえ」と「はい」です。デフォルト値は「いいえ」です。
注: このプロパティーは、「ロギングありでロード」の値が「いいえ」の場
合に使用します。
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統計

ロード・ジョブの終わりで、バルク・ロードの統計を表示するかどうかを指
定します。このプロパティーはオプションです。
デフォルト値は「なし」です。

ユーティリティー ID
ユーティリティー ID は、DB2 の中でロード・ユーティリティーの実行を
識別するユニーク ID です。
「ユーティリティー ID」プロパティーはオプションで、デフォルト値は
DB2ZLOAD です。
詳細

バルク・ロードの実行中に情報および処理メッセージを表示するかどうかを
指定します。

データ・セット・プロパティー:
IBM z/OS 上の DB2 にデータをロードするための属性をデータ・セット・プロパテ
ィーに割り当てます。
異常終了
ジョブが異常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
データ・クラス
SMS データ・クラス (DATACLAS) を指定します。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値でなければなりません。
イメージ・コピー・バックアップ・ファイル
イメージ・コピー・ファイルを作成するかどうかを指定します。「イメー
ジ・コピー・バックアップ・ファイル」プロパティーはオプションです。こ
のプロパティーの値はブール値でなければなりません。
データ・セット名
イメージ・コピー・データ・セットの名前を指定します。このプロパティー
はオプションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなり
ません。
イメージ・コピー・リカバリー・ファイル
イメージ・コピー・リカバリー・ファイルを作成するかどうかを指定しま
す。
管理クラス
SMS 管理クラス (MGMTCLAS) を指定します。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値でなければなりません。
正常終了
ジョブが正常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
バッファー数
バッファー数を指定します。このプロパティーはオプションです。このプロ
パティーの値は、整数でなければなりません。

第 7 章 DB2Z ステージ
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1 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 1 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
2 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 2 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
スペース・タイプ
z/OS ディスク・スペース割り振りタイプを指定します。
「スペース・タイプ」プロパティーはオプションです。有効な値は「シリン
ダー」と「トラック」です。デフォルト値は「シリンダー」です。
状況

ロード・ユーティリティーが使用する入力データ・セットの処理状況を指定
します。このプロパティーは、バッチ・パイプ・システム ID に値がある場
合は使用不可です。このプロパティーの有効な値は次のとおりです。
v 置換: 既存のデータ・セットを削除し、新規データ・セットを作成しま
す。
v 新規: 現在、ファイルは存在しないことを示します。
v 旧: 既存のデータ・セットに上書きします。データ・セットが存在しない
場合は失敗になります。
v 共有: いくつかのジョブが同時に同じデータ・セットから読み取ることが
できる以外は、「旧」と同じです。
v 追加: 既存のデータ・セットの終わりに追加します。データ・セットが存
在しない場合は新規データ・セットを作成します。
デフォルト値は「置換」です。

ストレージ・クラス
SMS ストレージ・クラス (STORCLAS) を指定します。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値でなければなりません。
ユニット
デバイス番号、デバイス・タイプ、またはデータ・セットのグループ名を指
定します。
ボリューム
この割り振りのボリューム通し番号のリストを指定します。値は括弧で囲ん
でも、囲まなくてもかまいません。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値か、コンマで区切られたストリング値のリストでなければなりません。

DB2Z ステージ・ジョブのコンパイルと実行
IBM DB2Z ステージを含むジョブを実行可能スクリプトにコンパイルします。これ
を InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアントでスケジュー
ルして、InfoSphere DataStage 上で実行します。
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手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントで、コンパイル
するジョブを開きます。
2. 「コンパイル」ツールバー・ボタンをクリックします。
3. 「コンパイル状況」領域にエラーが表示された場合は、ジョブを編集して、エラ
ーを解決します。エラーの解決後、「リコンパイル」ボタンをクリックします。
4. ジョブのコンパイルが正常に終了したときは、「実行」ツールバー・ボタンをク
リックし、ジョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 実際にデータの抽出、変換、書き込みを行わずに、ジョブが正常に実行され
ることを検証する場合は、「検証」ボタンをクリックします。
c. データの抽出、変換、書き込みを行う場合は、「実行」ボタンをクリックし
ます。
5. ジョブの検証または実行の結果を次の手順で表示します。
a. Designer Clientで、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を選択して、
Director Clientを開きます。
b. 「状況」列で、ジョブが検証されたことまたは正常に完了したことを確認し
ます。
c. ジョブの実行または検証が失敗した場合は、「表示」 > 「ログ」を選択し
て、実行時の問題を特定します。
6. ジョブの実行時に問題が発生する場合は、ジョブが正常に完了するまで、問題の
修正、ジョブのリコンパイル、検証 (オプション)、および実行を行います。

第 7 章 DB2Z ステージ
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第 8 章 SQL ステートメントのビルド
データベースに対して実行する SQL ステートメントを構成するには、SQL ビルダ
ーのグラフィカル・インターフェースを使用します。
以下のタイプの SQL ステートメントを構成できます。
表 18. SQL ステートメント・タイプ
SQL ステートメント

説明

SELECT

データベース表からデータの行を選択しま
す。照会は、複数の表の間の結合、および列
内の値のアグリゲートを実行することができ
ます。

INSERT

データベース表に行を挿入します。

UPDATE

データベース表の既存の行を更新します。

DELETE

データベース表から行を削除します。

SQL は、IBM InfoSphere DataStage がサポートするさまざまな接続ステージから使
用できます。
SQL 構文は、データベースによって (特に、結合などの複雑な操作の場合に) 若干
異なります。 SQL ビルダーが作成する SQL ステートメントの正確な形式は、SQL
を呼び出すステージによって異なります。
SQL ビルダーを使用するために SQL のエキスパートである必要はありませんが、
この文書の利用にあたっては、SQL ステートメントの基本的な構造についてある程
度の知識があると役に立ちます。

ステージ・エディターからの SQL ビルダーの開始
SQL ビルダーは、ステージ・エディターから使用できます。ステージ・タイプでビ
ルダーがサポートされる場所では、「SQL のビルド」ボタンが表示されます。これ
をクリックすると、SQL ビルダーが開きます。ステージによっては、ボタンを表示
するために適切なアクセス方式の選択が必要な場合もあります。詳しくは、個々の
ステージ・タイプの文書を参照してください。
データベースを読み取るステージ (すなわち、出力リンクがあるステージ) を使用す
る場合、SQL ビルダーは SELECT ステートメントの作成に役立ちます。
データベースに書き込むステージ (すなわち、入力リンクがあるステージ) を使用す
る場合、SQL ビルダーは INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの
作成に役立ちます。

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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SQL ビルダーの開始
フェデレーテッド・データベースに対して実行する SQL 照会を構成するには、SQL
ビルダーのグラフィカル・インターフェースを使用します。

手順
1. 「参照プロバイダー」ペインで、「参照」をクリックします。 「プロバイダー
の参照」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「参照プロバイダーの選択」タイプ・リストで、「Federation Server」を選択し
ます。 「フェデレーテッド・データ・ソースの選択」ツリーに、データベース
別名のリストが開きます。
3. データベース別名をクリックします。 各データベース別名の下に、スキーマの
リストがノードとして開きます。
4. 「SQL タイプ」のリストで、構成する SQL 照会のタイプを選択します。
5. 「SQL ビルダー」ボタンをクリックします。 「SQL ビルダー - DB2 / UDB
8.2」ウィンドウが開きます。「表の選択」ペインにデータベース別名がノードと
して表示されます。

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

手順
1. 「選択」タブをクリックします。
2. 照会に組み込みたい任意の表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッ
グします。複数の表をキャンバスにドラッグし、結合などの複雑な照会を指定す
ることが可能です。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定
義が設定されていなければなりません。これには、リレーショナル・データベー
スから直接に定義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 表から選択する列を列選択グリッドに指定します。
4. 実行する選択を絞り込む場合は、フィルター・パネルで「述部」リストから述部
を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを指定します (表示さ
れるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述部
を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならないことを
指定したりします。フィルターは、完成した照会で WHERE 節となります。
5. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する SQL ステートメントに追加され
ます。
6. 複数の表を結合するが、SQL ビルダーが挿入する自動結合は必要としている結
合でない場合、結合を手動で変更します。
7. 特定の列の値に従って結果をグループ分けする場合、「グループ」ページを選択
します。列グループ化およびアグリゲート・グリッドで、結果グループ分けの基
準とする列のグループ化のチェック・ボックスを選択します。
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8. 列で値をアグリゲートする場合は、「グループ」ページも選択します。列グルー
プ化およびアグリゲート・グリッドで、「アグリゲート」ドロップダウン・リス
トから、列で実行するアグリゲートを選択します。
9. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示され、 (必要に応じて)
SQL ステートメントで生成された列が、ステージにロードされた列を使用して
解決されます。

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

手順
1. 「挿入」タブをクリックします。
2. 行の挿入先となる表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグしま
す。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されて
いなければなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定
義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 挿入する列を列選択グリッドに指定します。選択した列を表からドラッグする
か、列をダブルクリックするか、すべての列をドラッグします。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、また導出方式をドロップダウン・リストから選択することも可能です。
v 「ジョブ・パラメーター」。「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きま
す。このジョブに定義されているジョブ・パラメーターから選択します。
v 「ルックアップ列」。「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。SQL ビルダーを使用しているステージに対する入力列から、列を選択し
ます。
v 「式エディター」。「式エディター」が開きます。値を取得する式をビルドし
ます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

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

手順
1. 「更新」タブをクリックします。
2. 更新したい行を含む表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグしま
す。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されて
いなければなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定
義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 更新する列を列選択グリッドに指定します。選択した列を表からドラッグする
か、列をダブルクリックするか、すべての列をドラッグします。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、また導出方式をドロップダウン・リストから選択することも可能です。
ストリングは単一引用符で囲みます。
第 8 章 SQL ステートメントのビルド
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v 「ジョブ・パラメーター」。「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きま
す。このジョブに定義されているジョブ・パラメーターから選択します。
v 「ルックアップ列」。「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。SQL ビルダーを使用しているステージに対する入力列から、列を選択し
ます。
v 「式エディター」。「式エディター」が開きます。値を取得する式をビルドし
ます。
5. 実行する更新を絞り込む場合は、フィルター・パネルで「述部」リストから述部
を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを指定します (表示さ
れるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述部
を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならないことを
指定したりします。フィルターは、完成したステートメントで WHERE 節とな
ります。
6. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
7. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

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

手順
1. 「削除」タブをクリックします。
2. 行を削除したい表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグします。
この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されていなけ
ればなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定義をイ
ンポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 削除する行を定義した式を選択する必要があります。フィルター・パネルで「述
部」リストから述部を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを
指定します (表示されるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例え
ば、「比較」述部を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定
したり、「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならな
いことを指定したりします。フィルターは、完成したステートメントで WHERE
節となります。
4. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

SQL ビルダー・インターフェース
SQL ビルダーの上半分のコンポーネントは、作成可能な全タイプのステートメント
に共通です。下半分は、一連のタブ付きページで構成されています。利用可能なペ
ージは、作成する照会のタイプによって異なります。
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ツールバー
SQL ビルダーのツールバーには、次のツールが含まれています。
v 「照会を消去」は、現行の SQL 照会のフィールド・エントリーを削除します。
v 「切り取り」。項目を削除し、他の場所に貼り付けられるように Microsoft
Windows クリップボードに入れます。
v 「コピー」。項目をコピーし、他の場所に貼り付けられるように Windows クリ
ップボードに入れます。
v 「貼り付け」。Windows クリップボードの項目を SQL ビルダー内の特定の場所
に貼り付けます。
v 「SQL プロパティー」。「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「引用」。生成 SQL ステートメント内の表名および列名の引用符を切り替えま
す。
v 「検証」。検証機能を切り替えます。 SQL ビルダーの終了時に「OK」をクリッ
クした場合、自動的に検証が行われます。
v 「データ参照」。これは、データの表示をサポートするステージから SQL ビル
ダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが、現在の構成に従
って SQL を実行し、表示する結果を返します。
v 「更新」。SQL ビルダーの全パネルの内容を更新します。
v 「ウィンドウ表示」。SQL ビルダー・ウィンドウに表示するパネルを選択できま
す。
v 「ヘルプ」。オンライン・ヘルプを開きます。

ツリー・パネル
ここには、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに現存する表定義が表示されま
す。照会対象のデータベースから表定義を直接インポートすると、表定義をリポジ
トリーに簡単に取り込むことができます。これを行うには、デザイナー・クライア
ントを使用するか、ツリー・パネルのショートカット・メニューから直接行いま
す。また、SQL ビルダー内から表定義を手動で定義することもできます。これを行
うには、ツリー・パネルのショートカット・メニューから「新規表...」を選択しま
す。
問い合わせ先のテーブルを選択するには、ツリー・パネルでテーブルを選択し、テ
ーブル選択キャンバスにドラッグします。表を表し、その個々の列をリストしたウ
ィンドウが、キャンバスに表示されます。
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v リポジトリー表示の更新
v 新規表定義の定義 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
v データ・ソースからのメタデータの直接インポート (サブメニューにソース・タ
イプがリストされます)
v 表定義のコピー (表選択キャンバスに貼り付けられます)
v 表定義のプロパティーの表示 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
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表定義のプロパティーは、リポジトリー・ツリーで表定義をダブルクリックするこ
とでも表示できます。

表選択キャンバス
表をツリー・パネルから表選択キャンバスへドラッグします。必要な表がリポジト
リーに存在しない場合は、照会対象のデータベースからインポートできます。これ
を行うには、ツリー・パネルのショートカット・メニューで「メタデータのインポ
ート」を選択します。
列およびそのタイプのリストとともに、表がキャンバス上のウィンドウに表示され
ます。INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの場合、キャンバスに
1 つの表しか配置できません。 SELECT 照会の場合には、キャンバスに複数の表を
配置できます。
キャンバス上のどこに表を置いても、ドラッグした最初の表は常に、左上隅に配置
されます。 SELECT 照会を作成する場合、以降の表は最初の表の前後、または下の
新規行にもドラッグできます。表をドラッグする際、キャンバス上で有効な領域が
強調表示されます。表は、その強調表示されたいずれかの領域にのみドロップでき
ます。同じ行に複数の表を配置すると、SQL ビルダーが自動的にその表を結合しま
す (その結合は、意図したものでなければ、変更できます)。
表を別の行に配置すると、結合は追加されません。旧型の、異なる行に基づいた表
の行のデカルト積が作成されます。FROM FirstTable, SecondTable
表の結合について詳しくは、表の結合を参照してください。
表タイトル・バーの下の「すべて選択」ボタンをクリックすると、表のすべての列
が選択されます。あるいは、表の個別の列のみを照会で使用する場合は、その列を
ダブルクリックするか、「選択」、「挿入」、または「更新」ページのグリッドに
ドラッグします。
キャンバスで選択された表では、ショートカット・メニューを使用して次のことが
できます。
v 関連する表を追加します (SELECT 照会のみ)。サブメニューに、現在選択されて
いる表と外部キー関係を持つ表が表示されます。表を選択し、外部キー関係によ
って暗に示されている結合式と一緒に、キャンバスに挿入します。
v 選択された表を削除します。
v 表のすべての列を選択します (これによって、例えば、それらをすべて列選択グ
リッドにドラッグできます)。
v 「表の選択」ダイアログ・ボックスを開き、現在選択された表 (SELECT 照会の
み) に、別の表をバインドできます。
v 現在選択されている表の「表プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
キャンバスで選択された結合 (SELECT 照会のみ) では、ショートカット・メニュ
ーを使用して次のことができます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスを開き、結合が別の外部キー関係
を基にするように指定します。
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v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、結合のタイプと、関連付け
られた結合式を変更します。
キャンバスの背景から、ショートカット・メニューで次のことができます。
v 表選択キャンバスの表示を更新します。
v ツリー・パネルからコピーした表を貼り付けます。
v データを表示します。これは、データの表示をサポートするステージから SQL
ビルダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが、現在の構成
に従って SQL を実行し、表示する結果を返します。
v 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、 SQL ビルダーが現在照会を作
成している対象の SQL 構文の詳細を表示します。

「選択」ページ
「選択」ページは、SQL ビルダーで SELECT ステートメントを定義する際に表示
されます。このページでは、SELECT 照会の詳細を指定します。以下のコンポーネ
ントがあります。

列選択グリッド
ここで、照会に組み込む列を指定します。グリッドに入れるには、いくつかの方法
があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのドロップダウン・リストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。
グリッドには、次のフィールドがあります。

列式
照会に組み込む列を特定します。次の項目を指定できます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用され
る値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
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表
列が所属する表を特定します。表選択キャンバスから列をドラッグ、コピー、また
はダブルクリックして列グリッドに値を入れた場合、表名には自動的に値が入力さ
れています。ドロップダウン・リストから表を選択することもできます。
実行時に表名を指定するには、ドロップダウン・リストからジョブ・パラメーター
を選択します。

列別名
これにより、列の別名を指定できます。

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

ソート
「昇順」または「降順」を選択し、照会で、返された行をこの列の値でソートしま
す。ソートを選択すると、ORDER BY 節が照会に追加されます。

ソート順序
複数の列で順序付けする場合に、行がソートされる順序を指定できます。

コンテキスト・メニュー
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 表選択キャンバスからコピーした列の貼り付け
v グリッドへの行の挿入
v フィルター・パネルの表示または非表示
v グリッドからの行の削除

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

フィルター式パネル
このパネルは SQL ビルダー・ウィンドウの下部にあり、作成中の照会に追加され
ているフィルターがあれば、そのフィルターを表示します。フィルターは、このパ
ネルで手動で編集できます。あるいは、フィルター式エディターを使用せずに、フ
ィルターを直接入力することもできます。
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「グループ」ページ
「グループ」ページは、SQL ビルダーで SELECT ステートメントを定義する際に
表示されます。「グループ」ページを使用して、SELECT 照会の結果を 1 つ以上の
列でグループ化することを指定します。また、一部の列の結果をアグリゲートする
こともできます。例えば、ある列に非 NULL 値が入っている行の数を数える
COUNT を指定できます。
「グループ」タブからは、「選択」ページとまったく同じ方法で、ツールバー、ツ
リー・パネル、および表選択キャンバスにアクセスできます。

グループ化グリッド
ここでは、グループ化またはアグリゲートする列を指定します。
グリッドには、「選択」ページで選択した列が入ります。選択した列を変更した
り、列を新規に選択したりすることもできます。これは、照会が行う選択に反映さ
れます。
グリッドには、次のフィールドがあります。
v 「列式」。照会に組み込む列を特定します。「選択」ページからの選択を変更し
たり、列式をビルドしたりすることができます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式エディター」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照
会で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できま
す。
v 「列別名」。これにより、列の別名を指定できます。列に対してアグリゲート処
理を選択した場合、SQL ビルダーは Alison 形式別名を自動的に挿入します。こ
の別名は必要に応じて編集できます。
v 「出力」。照会によって列が出力されることを示す場合に選択します。グリッド
に列を追加すると、自動的に選択されます。
v 「DISTINCT」。DISTINCT 修飾子をアグリゲートに追加する場合、このチェッ
ク・ボックスを選択します。例えば、DISTINCT 修飾子を指定した COUNT アグ
リゲートでは、フィールドに (単なる非 NULL 値ではなく) 異なる値がある行の
数をカウントします。 DISTINCT 修飾子について詳しくは、SQL プロパティ
ー・ダイアログ・ボックス を参照してください。
v 「アグリゲート」。列に適用するアグリゲート関数を選択できます (これは、
GROUP BY オプションと同時には使用できません)。選択可能な関数について詳
しくは、アグリゲート関数を参照してください。
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v 「GROUP BY」。 チェック・ボックスを選択すると、照会結果をこの列の結果
でグループ化することを指定します。

アグリゲート関数
利用可能なアグリゲート関数は、SQL ビルダーを開いたステージによって異なりま
す。次に、すべての SQL 構文タイプがサポートしている基本的な関数を示しま
す。
以下のアグリゲート関数がサポートされています。
v AVG。列内の値の平均を返します。例えば、価格の入った列をもつ 6 つの行があ
る場合、その 6 行を足して 6 で割り、平均を出します。 DISTINCT 修飾子を指
定すると、異なる値のみを平均します。この 6 行に異なる価格が 4 つしか含ま
れない場合、この 4 つを足して 4 で割り、平均を出します。
v COUNT。列に非 NULL 値が入っている行の数をカウントします。DISTINCT 修
飾子を指定した場合は、異なる値だけがカウントされます。
v MAX。行の特定の列内に入っている最大値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v MIN。行の特定の列内に入っている最小値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v STDDEV。一組の数値の標準偏差を返します。
v VARIANCE。一組の数値の分散を返します。

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

フィルター式パネル
作成中の照会に追加されているフィルターがあれば、このパネルにそのフィルター
が表示されます。フィルターは、このパネルで手動で編集できます。あるいは、フ
ィルター・パネルを使用せずに、フィルターを直接入力することもできます。

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

「列の挿入」グリッド
このグリッドで、ステートメントに組み込む列と、その値を指定します。グリッド
には、次のフィールドがあります。
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挿入列
ステートメントに組み込む列を特定します。ここに値を追加するには、いくつかの
方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのドロップダウン・リストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

挿入値
対応する列に設定する値を示します。値の指定には、次のいずれかを指定できま
す。また、このフィールドに値を直接入力することも可能です。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用され
る値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

「更新」ページ
「更新」ページは、SQL ビルダーで UPDATE ステートメントを定義する際に表示
されます。このページでは、UPDATE ステートメントの詳細を指定します。以下の
コンポーネントがあります。

「列の更新」グリッド
このグリッドで、ステートメントに組み込む列と、その値を指定します。グリッド
には、次のフィールドがあります。

更新列
ステートメントに組み込む列を特定します。ここに値を追加するには、いくつかの
方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのドロップダウン・リストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。
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更新値
対応する列に設定する値を示します。値の指定には、次のいずれかを指定できま
す。また、このフィールドに値を直接入力することも可能です。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用され
る値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

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

フィルター式パネル
作成中の照会に追加されているフィルターがあれば、このパネルにそのフィルター
が表示されます。フィルターは、このパネルで手動で編集できます。あるいは、フ
ィルター・パネルを使用せずに、フィルターを直接入力することもできます。

「削除」ページ
「削除」ページは、SQL ビルダーで DELETE ステートメントを定義する際に表示
されます。このページでは、DELETE ステートメントの詳細を指定します。以下の
コンポーネントがあります。

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

「SQL」ページ
「SQL」タブをクリックすると、生成されたステートメントが表示されます。ショ
ートカット・メニューを使用すれば、これらのステートメントを他の環境で使用で
きるようにコピーできます。
SELECT 照会の場合、ステージの出力列として定義した列と、SQL ステートメント
が生成する列が一致しない場合は、「列の解決」グリッドを使用してそれを調整し
ます。ほとんどの場合、列は一致します。

「列の解決」グリッド
ステージ・エディターにロードした列 (ロード列) が、定義した SQL ステートメン
トが生成した列 (結果列) と一致しない場合、「列の解決」グリッドで調整できま
す。列が一致するのが理想です (通常はほとんど一致します)。列の不一致がある
と、ジョブ内のメタデータがソース・データベースからロードしたメタデータと一
致しなくなります。これによって、その表に基づく使用状況分析を実行した場合に
問題が生じる恐れがあります。
不一致がある場合、グリッドに警告メッセージが表示されます。「自動マッチン
グ」ボタンをクリックすると、不一致が解決されます。名前、順序、またはその両
方でマッチングを選択できます。マッチングの際、 SQL ビルダーは、SQL ステー
トメントによって生成された列を変更して、ステージにロードした列と一致させよ
うとします。
「名前マッチング」を選択し、互換データ・タイプを持つ同じ名前の列が見つかっ
た場合、SQL ビルダーは以下を行います。
v グリッド内のロード列と同じ位置に結果列を移動します (これにより、指定され
た列の位置が SQL 内で変わります)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「順序マッチング」を選択した場合、ビルダーは、各結果列を同じ位置のロード列
と比較します。不一致が見つかり、その 2 列のデータ・タイプが互換である場合、
SQL ビルダーは以下を行います。
v 結果列の別名を変更し、ロード列と一致させます (ただし、結果セットにその名
前の列が既に含まれていない場合)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「両方」を選択した場合、SQL ビルダーは「名前マッチング」と「順序マッチン
グ」の両方を適用します。
自動マッチングで上記のように列を調整できなかった場合、表内の 1 つの列を表す
不一致の結果列を、同じ位置にあるロード列の詳細で上書きします。
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「SQL」タブで「OK」をクリックすると、 SQL ビルダーは、結果列がロード列と
一致しているかどうかを検査します。一致していない場合、警告メッセージが表示
され、続行するか、キャンセルするかを選択できます。続行すると、ロード列が結
果列とマージされます。
v 一致した列は、影響を受けません。
v 結果列の余分な列は、ロード列に追加されます。
v ロード・セットにあって結果セットにない列は、削除されます。
v 一致しない列について、データ・タイプが互換の場合、ロード列を結果列で上書
きします。データ・タイプが互換でない場合は、既存のロード列を削除し、結果
列で置き換えます。
不一致を手動で調整するには、グリッドの「結果」パートで列を編集することもで
きます。

式エディター
式エディターでは、SELECT 照会、あるいは UPDATE または DELETE ステート
メントに挿入する WHERE 節の詳細を指定できます。また、複数の表を結合する結
合条件や HAVING 節で使用する、WHERE 節を指定するためにも使用できます。
式エディターの中には、計算、関数、または CASE ステートメントを式の中で指定
できるものがあります。式エディターは、SQL ビルダーのさまざまな場所から開く
ことができます。

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

BETWEEN
BETWEEN 述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。次の
項目も指定できます。
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– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用さ
れる値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「BETWEEN」/「NOT BETWEEN」。ドロップダウン・リストから
「BETWEEN」または「NOT BETWEEN」を選択し、テスト対象の値が指定範囲
の内側か、外側かを指定します。
v 「範囲の開始」。このフィールドを使用して、範囲の開始を指定します。このフ
ィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の開始を指定する
ための引数の詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。
v 「範囲の終了」。このフィールドを使用して、範囲の終了を指定します。このフ
ィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の終了を指定する
ための引数の詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。

比較
「比較」述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用さ
れる値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「比較演算子」。比較演算子をドロップダウン・リストから選択します。選択可
能な演算子は以下のとおりです。
– = 等しい
– <> 等しくない
– < より小さい
– <= 以下
– > より大きい
– >= 以上
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v 「比較値」。このフィールドを使用して、比較する値を指定します。このフィー
ルドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、メニューから値のデータ・
タイプを選択し、値そのものをフィールドに指定します。

IN
IN 述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用さ
れる値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「IN」/「NOT IN」。ドロップダウン・リストから「IN」または「NOT IN」を
選択し、値が指定リストに含まれるか、含まれないかを指定します。
v 「選択」。このフィールドを使用して、照会で使用されるリストを指定できま
す。 1 つのフィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、リスト項
目を指定するための引数の詳細を指定してから、値を入力します。二重の右矢印
をクリックすると、リストに値を追加します。
リストから項目を削除するには、その項目を選択して二重の左矢印をクリックし
ます。

LIKE
LIKE 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。含まれるフィー
ルドは次のとおりです。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用さ
れる値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
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v 「LIKE」/「NOT LIKE」。ドロップダウン・リストから「LIKE」または「NOT
LIKE」を選択して、比較に値を含めるか、除外するかを指定します。
v LIKE 演算子。実行する LIKE または NOT LIKE 比較のタイプをドロップダウ
ン・リストから選択します。選択可能な演算子は以下のとおりです。
–

「完全一致」。照会は、指定した値との完全一致を要求します。

–

「先頭」。照会は、指定した値で開始する行と一致します。

–

「末尾」。照会は、指定した値で終了する行と一致します。

–

「含む」。照会は、指定した値がその中のどこかに含まれる行と一致しま
す。

v LIKE 値。LIKE 述部がマッチングを試行する値を指定します。

NULL
NULL 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。含まれるフィ
ールドは次のとおりです。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。式エディター・ダイアログ・ボックスが表示されます。照会で使用さ
れる値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「IS NULL」/「IS NOT NULL」。照会が列の NULL 条件に一致するか、NOT
NULL 条件に一致するかを選択します。

結合
この述部は、古い形式の結合式を使用する Oracle 8i 照会を作成する際にのみ表示
されます。式エディターは次のとおりです。
v 「左列」。結合の左側の列をドロップダウン・リストから選択します。
v 「結合タイプ」。結合のタイプをドロップダウン・リストから選択します。
v 「右列」。照会の右側の列をドロップダウン・リストから選択します。

計算/関数/CASE 式エディター
このバージョンの式エディターでは、WHERE 式または HAVING 式の中に式を指
定したり、結合条件を指定したりすることができます。式エディターのダイアログ
は、ネスティングの深さを示すために番号付けされています。式エディター・パネ
ルのフィールドは、次のように選択された述部によって異なります。
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計算
計算述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 左辺値。計算の左辺の引数を入力します。引数タイプを選択するには、右側のメ
ニュー・ボタンをクリックし、メニューからタイプを選択します。
v 計算演算子。計算の演算子をドロップダウン・リストから選択します。
v 右辺値。計算の右辺の引数を入力します。引数タイプを選択するには、右側のメ
ニュー・ボタンをクリックし、メニューからタイプを選択します。

関数
関数述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数のリストは、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデ
ータベースによってきまります。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。

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

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

CASE 述部を選択した場合、式エディターには次のフィールドが含まれます。
v 「CASE 式」。これは、CASE ステートメントの subject です。上記で 2 番目の
構文 (CASE subject WHEN) を使用する場合に、これを指定します。デフォルト
で、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択でき
ます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックしま
す。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメータ
ーの指定ができます。
v 「WHEN」。CASE ステートメントの condition または match value を指定でき
ます。デフォルトで、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表
から列を選択できます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタン
をクリックします。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョ
ブ・パラメーターの指定ができます。メインの式エディターにアクセスするに
は、メニューから CASE 式エディターを選択します。これにより、比較などの式

142

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

を指定できます。一般に、これは第 1 の構文例で使用します。例えば、式
WHEN grade=3 THEN 'first class' において、condition として grade=3 を指定し
ます。
v 「THEN」。CASE 式の value の部分を指定します。デフォルトで、このフィー
ルドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択できます。別のもの
を選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックします。これにより、
データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメーターの指定ができま
す。
v 「追加」。これをクリックすると、CASE 式が照会に追加されます。「WHEN」
フィールドと「THEN」フィールドがクリアされ、別の CASE 式を指定できるよ
うになります。
v 「ELSE」式。 CASE 式でオプションの ELSE 部分の value を指定します。

式エディターのメニュー
式エディターと関連ダイアログでは、多くのフィールドの右側にボタンが表示され
ます。これが表示された場合、クリックするとメニューが開き、式で指定する引数
の詳細を指定できます。
v 「ビット」。ビット・タイプの引数であることを指定します。引数フィールドの
ドロップダウン・リストから 0 または 1 を選択できます。
v 「列」。引数が列名であることを指定します。引数フィールドのドロップダウ
ン・リストから使用可能な列を選択できます。
v 「日付」。引数が日付であることを指定します。 SQL ビルダーは、照会作成対
象のデータベースで規定されている形式で本日の日付を入力します。この日付は
必要に応じて編集できます。あるいは、ドロップダウン・ボタンをクリックし、
カレンダーから選択することもできます。
v 「日時」。引数が日時であることを指定します。 SQL ビルダーは、作成中の照
会の対象であるデータベースが求める形式で現在の日付と時刻を挿入します。日
時は、必要に応じて編集できます。
v 「プレーン・テキスト」。引数のデフォルト値を選択できます (デフォルト値が
定義されている場合)。
v 「式エディター」。式の引数として関数または計算式を指定できます。これを選
択すると、計算/関数版の式エディターが開きます。
v 「関数」。式の引数として関数を指定できます。
選択すると、「関数フォーム」ダイアログ・ボックスが開きます。選択可能な関
数は、作成する照会の対象であるデータベースによって異なります。
選択すると、「関数」ダイアログ・ボックスが開きます。
v 「ジョブ・パラメーター」。引数がジョブ・パラメーターであることを指定でき
ます。その値は、IBM InfoSphere DataStage ジョブを実際に実行したときに与え
られます。選択すると、「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きます。
v 「整数」。整数タイプの引数であることを指定する場合に選択します。
v 「ストリング」。ストリング・タイプの引数であることを指定する場合に選択し
ます。
v 「時間」。引数が現行地方時であることを指定します。値を編集できます。
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v 「タイム・スタンプ」。引数がタイム・スタンプであることを指定します。値を
編集できます。
SQL ビルダーは、作成中の照会の対象であるデータベースが求める形式で現在の
日付と時刻を挿入します。

「関数フォーム」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスでは、式内で使用する関数を選択し、その関数にパラメ
ーターを指定することができます。
フィールドは次のとおりです。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデータベー
スによってきまります。
v 「フォーマット」。選択した関数のフォーマットを参考として表示します。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「結果」。このダイアログ・ボックスで指定された、照会に組み込まれる実際の
関数が表示されます。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。
「関数」ダイアログ・ボックス:
このダイアログ・ボックスでは、式内で使用する関数を選択し、その関数にパラメ
ーターを指定することができます。
フィールドは次のとおりです。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデータベー
スによってきまります。
v 「フォーマット」。選択した関数のフォーマットを参考として表示します。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「結果」。このダイアログ・ボックスで指定された、照会に組み込まれる実際の
関数が表示されます。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。

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

結合の指定
2 つ以上の表を表選択キャンバスに追加した場合に SQL ビルダーが挿入した自動
結合を変更する方法は 3 通りあります。
v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリンク
を選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「プロパティー」を選
択して、これを開きます。このダイアログでは、別の結合タイプ、代わりの結合
条件、および自然結合の選択を行えます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリン
クを選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「リレーションの変
更」を選択して、これを開きます。このダイアログでは、結合された表に指定さ
れている外部キー関係を変更できます。
v 1 つの表の列をキャンバスで右側にある任意の表の別の列にドラッグ。これによ
って、既存の自動結合が置き換えられ、ソース列とターゲット列間の等価結合が
指定されます。置換される結合が現時点で、内部結合または外部結合として指定
されている場合は、そのタイプが保持されます。それ以外の場合、新しい結合は
内部結合になります。
さらに、明示的な結合操作ではなく、WHERE 節を使用して結合を指定する方法も
あります (ただし、データベースで明示的な結合ステートメントがサポートされる
場合、これは推奨されません)。この場合、次のようにします。
1. 結合をデカルト積として指定します。 (SQL ビルダーは必要な結合のタイプが特
定できなかった場合、自動的にこの処理を行います)。
2. 「選択」タブのフィルター・パネルでフィルターを指定します。これによって、
デカルト積の中から行を選択する WHERE 節が指定されます。
SQL ビルダーで Oracle 8i、Microsoft SQL Server、IBM Informix、または Sybase
の照会を作成する場合、式エディターを使用して結合条件を指定できます。これ
は、WHERE ステートメントとして実装されます。Oracle 8i は JOIN ステートメン
トをサポートしていません。

「結合プロパティー」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスでは、既存の結合のタイプを変更したり、結合条件を変
更または指定したりできます。
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このダイアログ・ボックスには、次のフィールドが含まれます。
v 「デカルト積」。デカルト積は、選択されているが結合されていない (つまり、
結合条件が指定されていない) 2 つ以上の表から返された結果です。出力は、選
択されたすべての表の、すべての可能な行です。例えば、2 つの表から選択した
場合、データベースは、最初の表の各行と、2 番目の表の各行をペアにします。
どちらの表も 6 行の場合、デカルト積は 36 行になります。
SQL ビルダーは、利用可能な情報に基づいた明示指定結合を挿入できない場合、
デフォルトでデカルト積を使用します。デカルト積は、次に示すように、結果の
SQL ステートメントの FROM 節にある CROSS JOIN 構文を使用して形成され
ます。FROM FirstTable CROSS JOIN SecondTable「結合プロパティー」ダイアロ
グ・ボックスの「デカルト積」オプションを選択することにより、デカルト積を
ユーザーが指定することもできます。結合にクロス結合アイコンが表示されま
す。
v 「表結合」。結合する 2 表の結合条件を照会に含める場合は「表結合」オプショ
ンを選択します。「結合条件」パネルが有効になり、そこで結合の詳細を指定で
きます。
v 「結合条件」パネル。結合条件に含まれる式を表示します。式は手動で入力や編
集が可能です。あるいは、パネル右側のメニュー・ボタンを使用して、自然結合
を指定したり、式エディターを開いたり、「リレーションの変更」ダイアログ・
ボックスを開いたりできます。
v 「行の抽出」。結合が外部結合であることを指定する場合はこのオプションに関
するフィールドを指定します。照会の結果には、以下のいずれかで指定した行が
含まれます。
–

左外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」を選択します。

–

右外部結合を指定する場合は「右の表名からすべての行」を選択します。

–

完全外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」と「右の表名か
らすべての行」の両方を選択します。

v 「結合」アイコン。指定した結合のタイプが表示されます。

「リレーションの変更」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスには、ターゲット表と、表選択キャンバスでその左側に
表示されるその他の表との間に定義されている外部キー関係がすべて表示されま
す。照会で結合として表示する関係を選択するには、その関係を選択してリスト・
ボックスに表示させてから、「OK」をクリックします。

「プロパティー」ダイアログ
SQL ビルダーの中でどこにいるかに応じて、ショートカット・メニューから「プロ
パティー」を選択すると、次のようなダイアログ・ボックスが開きます。
v 表選択キャンバスで表を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「表プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。
v ツールボックスで「プロパティー」アイコンを選択するか、表選択キャンバスの
背景から「プロパティー」を選択すると、「SQL プロパティー」ダイアログ・ボ
ックスが開きます。
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v 表選択キャンバスで結合を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。こ
のダイアログについては、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスに説明が
あります。

「表プロパティー」ダイアログ・ボックス
「表プロパティー」ダイアログ・ボックスには、次のフィールドが含まれます。
v 「表名」。プロパティーを表示する表の名前。
メニュー・ボタンをクリックして「ジョブ・パラメーター」を選択すると、「パ
ラメーター」ダイアログ・ボックスが開きます (「パラメーター」ダイアログ・
ボックスを参照)。必要に応じて、表名を置き換えるジョブ・パラメーターを指定
できますが、 SQL ビルダーは常に、別名を使用してこの表を参照することに注
意してください。
v 「別名」。この表を参照するために SQL ビルダーが使用する別名。別名は、必
要に応じて編集できます。選択グリッドまたはフィルターで表別名が使用されて
いる場合、このダイアログ・ボックスで別名を変更すると、そこの別名が更新さ
れます。

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

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
す。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
v F1 キーを押します。F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときでも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。大括弧で囲まれていない引数は必須です。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例を示します。
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。profile 引数は必須です。key 引数はオプションです。key 引数のあ
との省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例では、rule_pack 引数と rule_set 引数は同時に使用することはできませんが、
どちらか一方の引数を指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数のル
ール・パックまたはルール・セットを指定できることを示します。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

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

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 19. 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 20. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

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

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

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ
IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストにつ
いては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel Centrino ロ
ゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel Corporation
または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
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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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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［サ行］

データ (続き)
読み取り 15, 16, 115
ルックアップ 26

サポート
お客様 155
参照リンク 26

ロード

「出力」ページ、DB2 UDB API ステー
ジ

［ア行］
異常終了

イメージ・コピー機能
インポート
メタデータ

43, 49, 50

順次ファイル・ロード方式、DB2 UDB
Load ステージ 96

38, 121

照合シーケンス

118

ーション 2, 4
コンパイルと実行
処理 19

24

プロパティーの定義 23
列定義のセットアップ 16, 22
管理クラス 38, 121
機能
DB2 UDB API ステージ

32, 123

パレットに追加 7
「ステージ」ページ、DB2 UDB API ス
テージ 43, 44, 45

41

書き込み処理
データ・パーティションの指定

41

DB2 UDB Load ステージ 95
行カウント 37, 118
検証
実行 32, 123
構成 18
データ・ソース接続 113
構文
コマンド・ライン 151
コネクターを使用するためのマイグレーシ
ョン 1
コネクター・マイグレーション・ツール
コマンド・ライン・インターフェース
4
コネクター・マイグレーション・ツールの
ユーザー・インターフェース 2
コマンド
構文 151
コマンド・ライン構文
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コンテナー 1
コネクターを使用するためのマイグレ
ーション 2, 4
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DB2 30, 31
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説明
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