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第 1 章 概要
IBM® InfoSphere™ DataStage® は、Sybase データベースに接続する方法をいくつか
提供します。次のトピックは、Sybase データベースにアクセスするステージに関す
る概要です。後のトピックで、インストールの説明および構成情報を説明します。
InfoSphere DataStage を使用して Sybase データベースの表をロードしたり、Sybase
データベースの表からデータを読み取ることができます。このガイドでは、次の項
目の使用方法を説明します。
v Sybase OC ステージ
v Sybase BCP ステージ
v Sybase Enterprise ステージ
v Sybase IQ12 Load ステージ
これらのステージは、InfoSphere DataStage Server ジョブにあります。
InfoSphere DataStage をインストールすると、これらの接続ステージは自動的にイン
ストールされます。これらのステージは、サーバー・ジョブ・パレットのデータベ
ース・カテゴリーに表示されます。
以下のトピックでは、Sybase データベースのアクセス用として特別にデザインされ
たいくつかのステージについて説明しますが、以下のステージを用いてこれらにア
クセスすることもできます。
v Dynamic Relational ステージ (DRS)
このステージは、デザイン時にはあるリレーショナル・データベースが必要であ
るが、実行時には別のものが必要であるようなジョブの作成に使用します。この
ステージについて詳しくは、「接続ガイド: Dynamic Relational Stage 編」を参照
してください。
v Stored Procedure (STP)
このステージを使用して、ご使用の InfoSphere DataStageジョブの一部として、
Sybase ストアード・プロシージャーを含めることができます。このステージにつ
いて詳しくは、「接続ガイド: Dynamic Relational Stage 編」を参照してくださ
い。

Sybase OC ステージ
Sybase Open Client では、C や C++ 言語のアプリケーションを使用して、Sybase
SQL サーバー環境での接続や SQL ステートメント処理を実行できます。Sybase
OC では、Sybase Open Client Client-Library インターフェースを使用して、
InfoSphere DataStage と Sybase データベースとの間で、データの読み取りと書き込
みができます。
各 Sybase OC ステージはパッシブ・ステージで、次のリンクを複数設定できます。

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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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 Sybase データベ
ースへロードされる行のストリームです。
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 Sybase データベ
ースから読み取られる行のストリームです。入力リンクまたは出力リンクのデー
タは、InfoSphere DataStage が作成した SQL ステートメントまたはユーザー定義
照会を使用して指定できます。
v 「参照出力リンク」。各参照出力リンクは、Sybase データベースからの読み取り
でキーとなる行を示しています (InfoSphere DataStage で作成された SELECT ス
テートメント、またはユーザーが指定した SELECT ステートメントの WHERE
節にあるキー列を使用します)。
SQL の構文情報は、データベースの資料を参照してください。

Sybase BCP ステージ
Microsoft SQL Server および Sybase には、BCP (Bulk Copy Program) と呼ばれる
ユーティリティーが用意されています。このコマンド・ライン・ユーティリティー
は、SQL Server のデータをユーザー指定の形式でオペレーティング・システムのフ
ァイルに、またはオペレーティング・システムのファイルからコピーします。BCP
は、SQL Server クライアント・ライブラリーのバルク・コピー API を使用しま
す。
BCP を使用することで、ログ・ファイルにそれぞれの挿入を記録せずに大容量のデ
ータを表にコピーできます。コマンド・ライン・オプション (スイッチ) を使用し
て、コマンド・ラインから手動で BCP を実行できます。形式ファイル (.fmt) が作
成され、データベースにデータをロードするために使用されます。
BCPLoad ステージは、BCP (Bulk Copy Program) ユーティリティーを使用して、
Microsoft SQL Server 2000 または Sybase (System 11.5 または 12.5) データベース
の単一の表にデータをバルク・ロードします。

Sybase Enterprise ステージ
Sybase Enterprise ステージを使用して、Sybase データベースのデータを読み書きで
きます。このステージは、サーバー・ステージとして使用できません。

Sybase IQ12 Load ステージ
Sybase Adaptive Server IQ for Version 12 (Sybase IQ12) は先進的な索引付けエンジ
ンであり、データベース管理システムではありません。Sybase IQ12 Load ステージ
の目的は、InfoSphere DataStage リリース 7.0 が素早くかつ効率的に既存の Sybase
IQ 索引セットにロードできるようにすることです。
ステージへの各入力リンクは、Version 12 Sybase Adaptive Server IQ 索引セットま
たは結合索引セットにロードされる行のストリームを表しています。参照リンクと
出力リンクは、Sybase IQ12 ステージのコンテキストでは意味を持たず、許されて
いません。
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Sybase IQ12 Load はマイグレーション・ツールではありません。前のバージョンの
Sybase Adaptive Server IQ からデータをマイグレーションする必要がある場合は、
Sybase ツールを使用して、スクリプトを作成してください。マイグレーション問題
については、Sybase Adaptive Server IQ Version 12 の資料を参照してください。

Sybase OC および Sybase IQ12 Load ステージの環境の構成
このタスクについて
Sybase ステージの中には、UNIX プラットフォーム上で正しく機能するために、環
境変数の設定が必要なものがあります。環境変数を追加または変更するには、dsenv
ファイルに環境変数を含めてください。以下の表に、必要となる特定の環境変数を
示しています。
表 1. UNIX に必要な環境変数

対象

IBM InfoSphere DataStage サーバー・マシ
ンで
設定する環境変数

Sybase OC1

SYBASE SYBASE_OCS
LD_LIBRARY_PATH2,3

Sybase IQ12 Load

SYBASE ASDIR SYBASE_OCS
LD_LIBRARY_PATH

1

Linux で正常に稼働するには、Sybase OC に言語環境変数 LANG = en が必要で
す。

2

Sybase OC アプリケーション内の LD_LIBRARY_PATH 環境変数に関しては、
InfoSphere DataStage ライブラリー・エントリーは、実行時に Sybase Open Client
ライブラリー・エントリーよりも前に参照される必要があります。

3

上記で LD_LIBRARY_PATH と示されている特定の環境変数の名前は、プラット
フォームにより異なります。ご使用の環境で使用する適切な名前は、以下のように
決定します。
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、Solaris、または Tru64 の場合、
LD_LIBRARY_PATH を使用します。
注: タイムアウトの問題が発生した場合には、Sybase 構成パラメーター
CS_RETRY_COUNT および CS_TIMEOUT_VALUE のデフォルト値を増やして、10
以上にしてください。

BCPLoad ステージの環境の構成
このタスクについて
BCPLoad ステージを使用する前に、以下を行う必要があります。
v SQL Server または Sybase クライアント・ソフトウェアをインストールして構成
します。 BCPLoad ステージは、DBLIB/CTLIB および NetLIB クライアント・ラ
第 1 章 概要
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イブラリーの BCP API を使用します。これらのコンポーネントが、SQL Server
DBMS に対するクライアントとして作動している IBM InfoSphere DataStage サ
ーバーにインストールされていることを確認してください。詳しくは、DBMS に
付属している資料を参照してください。
v クライアント・ツールの 1 つ (例えば、Microsoft SQL Server の場合は
ISQLW、Sybase の場合は WISQL32) を使用して、InfoSphere DataStage サーバー
と SQL Server ホスト間の接続が作動可能であることを確認してください。
v SQL Server のデータベースに表を作成します。
v 高速コピー (バルク・ロード) オプションを使用するようにデータベースを構成し
ます。このオプションを使用することにより、各挿入をログ・ファイルに記録せ
ずにデータがロードされます。この設定を指定しないと、すべてのトランザクシ
ョンがログに記録され、データのロード速度が低下します。高速コピー・オプシ
ョンは、ストアード・プロシージャーにより切り替えることができます。ストア
ード・プロシージャーの使用について詳しくは、『ストアード・プロシージャー
の使用』を参照してください。
SQL Server に関する注意点がいくつかあります。 BCPLoad ステージで YMD フォ
ーマットのデータを使用しており、日付形式が設定されている場合に、次のエラー
が戻されたら、以下を行います。
データ変換はソース・フィールドの構文エラーにより停止しました。 ymd 形式の
日付フィールドが表内にある場合、日付形式プロパティーが設定されているか確認
してください。
SQL Server のクライアント・ネットワーク・ユーティリティーの「DB-Library オプ
ション」ページにある「インターナショナル設定を使用」チェック・ボックスのチ
ェックを外します。
ジョブが 128 文字までの文字セットのデータを使用しており、データがデータベー
スで正しく表示されていない場合は、SQL Server のクライアント・ネットワーク・
ユーティリティーの「DB-Library オプション」ページの「ANSI から OEM への自
動変換」チェック・ボックスのチェックを外します。

Sybase Enterprise ステージの環境の構成
このタスクについて
Sybase Enterprise ステージが機能するには、サーバー・サイドで Sybase Open
Client ソフトウェアをインストールする必要があります。以下が、その構成の詳細
です。
v ユーザー定義環境変数 SYBASE を作成し、これを Sybase ホーム・ディレクトリ
ーを指定する $SYBASE パスに設定します (例えば、export SYBASE=/disk3/
Sybase)。
v ユーザー定義環境変数 SYBASE_OCS を作成し、これを Sybase Open Client ソ
フトウェアのインストール・ディレクトリーに設定します (例えば、export
SYBASE_OCS=OCS-12_5)。
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v インターフェース・ファイル: データベース・サーバーについての詳細 (データベ
ース名、ホスト・マシン名または IP アドレス、およびポート番号) を $SYBASE
ディレクトリーにあるインターフェース・ファイルに追加します。
v PATH に SYBASE/bin を追加し、LIBPATH、LD_LIBRARY_PATH、または
SHLIB_PATH に SYBASE/lib を追加します。
v 有効な Sybase ユーザー名と対応するパスワード、サーバー名、およびデータベ
ースを使用して、Sybase へのログイン特権を取得します。これらは、アクセスに
使用する前に Sybase で承認される必要があります。
注: PATH 内では、$SYBASE/$SYBASE_OCS/bin が最初に表示される必要があり
ます。これにより、ユーザーが「isql」コマンドを実行するときは必ず
$SYBASE/$SYBASE_OCS/bin/isql が実行されます。
以下は、NLS を使用して Sybase データベースにアクセスするための手順です。

手順
1. データベースを作成し、このデータベースをテストする言語を構成します (例え
ば、日本語 (shift_jis) データベースに対しては、データベース <<database
path>> COLLATION 932JPN を作成します)。
2. 特定言語、例えば日本語 (shift_jis) で IBM InfoSphere DataStage Server をイン
ストールします。他言語を選択するオプションは利用できないため、既存の
InfoSphere DataStage Server のアップグレードは機能しません。既存のサーバー
をアンインストールして、希望する言語で再インストールする必要があります。
3. InfoSphere DataStage クライアントを介してテストするマシンのオペレーティン
グ・システムで、テストしたい言語がデフォルト設定になっていることを確認し
てください。デスクトップの「スタート」メニューから「コントロール パネ
ル」 > 「地域設定」オプションを選択して、適切な言語を選択してください。
また、キーボード入力をテストしたい言語に設定する必要があります。

タスクの結果
InfoSphere DataStage クライアントの設定に関しては、Sybase Enterprise ステージの
「NLS」タブを使用して、テストしたい言語を選択してください。例えば、ご使用
のオペレーティング・システムで日本語がデフォルトの言語の場合、InfoSphere
DataStage クライアントのプロジェクト・デフォルトは、Shift_JIS になります。実
行するすべてのジョブに対して言語を選択する必要はありません。

Sybase ステージおよびパラレル・キャンバス
一部の接続ステージは、パラレル・キャンバス上で実行可能です。すべてのステー
ジのデフォルトは、「順次」です。「パラレル」は、それを同時に実行するように
設定可能という意味ですが、これはデフォルトではありません。以下の表を使用し
て、パラレル・キャンバス上でどの接続ステージが利用可能かを確認してくださ
い。

第 1 章 概要
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表 2. パラレル・キャンバスでの利用
接続ステージ

Windows のパ UNIX のパラレ
ラレル・キャン ル・キャンバスで
の利用
バスでの利用

ソースまたはター
ゲットとして、ま
たは処理での利用

実行 (順次また
はパラレル)

Sybase OC

はい

はい

ソースまたはター
ゲット

ソース: 順次、
ターゲット: パ
ラレル

Sybase IQ12
Load

はい

はい

ターゲット

順次

BCPLoad はパラレル・キャンバスで実行できません。
Sybase Enterprise ステージは、サーバー・ステージではありません。パラレル・キ
ャンバス上でのみ実行されます。
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第 2 章 Sybase OC ステージ
このトピックでは、Sybase OC ステージに関する以下のサブジェクトについて説明
します。
v 『Sybase OC ステージの定義』
v

9 ページの『文字セット・マッピングの定義』

v

10 ページの『Sybase 入力データの定義』

v

15 ページの『Sybase 出力データの定義』

v

19 ページの『Sybase SQL Server データ・タイプのサポート』

v

22 ページの『ストアード・プロシージャーのサポート』

Sybase OC ステージの定義
Sybase OC ステージを編集するには、「Sybase OC ステージ」ダイアログ・ボック
スを開きます。このダイアログ・ボックスには次のページがあります (ステージへ
の入力および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」タブでは、Sybase サーバー、データベース、ログイン情報、トランザクショ
ン分離レベル、およびジョブの並列処理の制御やパフォーマンス・チューニング
のためのパケット・サイズ情報を定義します。Sybase データベースに接続できま
す。ステージの目的を「全般」タブの「説明」フィールドに記入できます。詳し
くは、 8 ページの『Sybase データベースへの接続』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、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、 32 ページの『文字セット・マップの定義』を参照してください。
v 「入力」。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、使用する SQL 表と各データ入力リンクの関連列定義
を指定します。またこのページでは、データをどのように書き込むかを指定し、
Sybase 表へのデータの書き込みに使用する SQL ステートメントまたは呼び出し
構文も含まれます。
v 「出力」。このページは、このステージへの出力リンクまたは参照リンクがある
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 Sybase 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。

Sybase OC ステージの定義
このタスクについて
「Sybase OC ステージ」ダイアログ・ボックスを使用して、Sybase OC ステージを
定義するには、
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手順
1. Sybase データベースに接続します (次のトピックを参照)。
2. オプションで文字セット・マップを定義します ( 9 ページの『文字セット・マッ
ピングの定義』を参照)。
3. 入力リンクのデータを定義します ( 10 ページの『Sybase 入力データの定義』を
参照)。
4. 出力リンクのデータを定義します ( 15 ページの『Sybase 出力データの定義』を
参照)。

Sybase データベースへの接続
このタスクについて
Sybase OC 接続パラメーターは、「ステージ」ページの「全般」タブで設定されま
す。 Sybase データベースに接続するには、次のようにします。

手順
1. 「サーバー」フィールドに Sybase サーバーがインストールされているシステム
の名前を入力します。この名前は、サーバー情報を含む、Sybase sql.ini
(Windows クライアント) または interfaces (UNIX クライアント) ファイルのエ
ントリーと一致していなければなりません。このフィールドは必須です。デフォ
ルトはありません。
2. アクセスする Sybase データベースの名前を「データベース」フィールドに入力
します。データベースにゲスト・アカウントがない限り、「ユーザー」はデータ
ベースの有効なユーザーであるか、データベース内に別名が設定されているか、
システム管理者またはシステム・セキュリティー担当者でなければなりません。
「データベース」を指定しない場合は、ユーザーに対するデフォルトのデータベ
ース (Sybase で構成されています) にアクセスします。
3. Sybase サーバーへの接続に使用するユーザー名を「ユーザー」フィールドに入
力します。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。このフィールド
は必須です。デフォルトはありません。
4. 指定したユーザー名に関連付けられたパスワードを「パスワード」フィールドに
入力します。デフォルトはありません。
5. 「トランザクションの分離レベル」リストから、使用する適切なトランザクショ
ン分離レベルを選択します。このレベルで、当該ジョブのトランザクションとほ
かのトランザクションとの間に必要な並列処理の制御が実行されます。
6. 次のいずれかのトランザクションの分離レベルを使用します。
「レベル 0 (READ UNCOMMITTED)」。変更されるデータに排他ロックをか
けます。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 (変更はできません)。ほかのロックはかけられません。
「レベル 1 (READ COMMITTED)」。変更されるデータに排他ロックをかけ、
ほかのデータには共有ロックをかけます。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ほかのト
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ランザクションからは読み取れません。共有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。
「レベル 3 (SERIALIZABLE)」。変更されるデータに排他ロックをかけ、ほか
のデータには共有ロックをかけます。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。
7. 「パケット・サイズ」フィールドに Sybase クライアント/サーバー通信のパケッ
ト・サイズを入力します。このプロパティーを適切に設定すると、パフォーマン
スを向上させることができます。
値は 512 の倍数で Sybase サーバー・パラメーター「max network packet size」
を超えない値でなければなりません。指定した値が 512 の倍数でない場合は、
その値は最も近い倍数へ切り捨てられます。値を指定しない場合、サーバー・パ
ラメーター「default network packet size」の値が使用されます。
パラメーター「max network packet size」の値を大きくするか、その現行値をチ
ェックするには、Sybase sp_configure システム・プロシージャーを使用します。
「max network packet size」への変更に合わせてサーバー・パラメーター
「additional network memory」も大きくする必要があります。これらのパラメー
ターを変更したあと、Sybase サーバーを再起動して新しい値を有効にします。
サーバー・パラメーターの設定の詳細は、Sybase の資料を参照してください。
サーバー・パラメーター「max network packet size」を大きくすることで得られ
るパフォーマンス効果については、Sybase の資料を参照してください。
8. 必要に応じて、「説明」フィールドに、Sybase OC ステージの説明を入力しま
す。

文字セット・マッピングの定義
このタスクについて
「ステージ」ページに表示される「NLS」タブからステージの文字セット・マップ
を定義できます。「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。「ステージで使用するマップ名」リストからマップを選択することで、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」を「選択」して、InfoSphere DataStage に付属のすべての
マップをリストします。
「ロードしたマップのみ」を選択して、現在ロードされているマップのみをリスト
します。
第 2 章 Sybase OC ステージ
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Sybase 入力データの定義
データを Sybase データベースの表に書き込むとき、Sybase OC ステージは入力リ
ンクを持ちます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、「Sybase OC ス
テージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで定義します。

「入力」ページについて
「入力」ページには、1 つのフィールド、3 つのタブ、2 つのボタンがあります。
v 「入力名」。入力リンクの名前。編集するリンクを「入力名」リストから選択し
ます。このリストには、Sybase OC ステージへのすべての入力リンクが表示され
ます。
v 「全般」。このタブは、デフォルトで表示されます。これは、次のパラメーター
を含みます。
– 「表名」。このフィールドの編集ができるのは、「更新アクション」が「ユー
ザー定義 SQL」以外 のときです (「ユーザー定義 SQL」の場合、読み取り専
用です)。選択された更新アクションに応じて、「ステージ」ページで指定され
たユーザー名は、「表名」に指定された表に対する挿入、更新、または削除の
特権を持っている必要があります。
これはデータを書き込むターゲット表の名前です。「ユーザー定義 SQL」を
指定しない場合は、「表名」を指定する必要があります。デフォルトはありま
せん。
「...」をクリックして、リポジトリーを参照して表を選択することもできま
す。
– 「更新アクション」。ターゲット表の更新に使用する 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。デフォルトはありません。リストから必要なオプションを
選択します。
「表をクリアしてから行を挿入」。削除コマンドを使用して表を消去し、その
あと、新しい行を挿入します。削除による結果は表の切り捨ての場合と同じで
すが、時間がかかります。(削除は一度に 1 行ずつ削除し、削除した各行をト
ランザクションとして記録します。表の切り捨てはデータ・ページ全体の割り
振りを解除し、ログ・エントリーを少なくします。)
「表を切り捨て後に行を挿入」。表の切り捨てコマンドを使用して表を消去
し、そのあと、新しい行を挿入します。表の切り捨てによる結果は削除の場合
と同じですが、短い時間で処理できます。 (削除は一度に 1 行ずつ削除し、削
除した各行をトランザクションとして記録します。表の切り捨てはデータ・ペ
ージ全体の割り振りを解除し、ログ・エントリーを少なくします。)
「クリアせずに行を挿入」。表に新しい行を挿入します。
「既存の行のみを削除」。ソース・ファイルと同じキーを持つターゲット・フ
ァイルの既存行を削除します。
「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。
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「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。
「既存の行を更新または新規行を挿入」。新しい行を追加する前に、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。
「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。
「ユーザー定義 SQL」。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。このオプションを選択すると、ステージが生成するデフォル
トの SQL ステートメントはオーバーライドされます。
– 「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。 最適なパフォーマンスのために、
デフォルト値の 100 を推奨します。0 に設定されている場合、Sybase OC ス
テージはすべての行が処理されたあとに 1 つのトランザクションをコミット
します。このプロパティーを 0 または大きな値 (ゼロ以外) に設定すると、
Sybase に非常に大きなオープン・トランザクションを保守するように要求する
ことになります。その結果、オーバーヘッドが加わり、パフォーマンスが低下
することがあります。このプロパティーを小さな値 (ゼロ以外) に設定する
と、頻繁にトランザクション・コミットが生じることになります。その結果、
この場合もオーバーヘッドが加わり、パフォーマンスが低下することがありま
す。
– 「説明」。入力リンクのオプションの説明が含まれます。
v 「列」。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。列定義の使用順序は、列グリッドに列定義が現れる順序と同じです。「列」
タブは、ODBC ステージの「列」タブと同じように動作します。
v 「SQL」。このタブには、1 つのフィールドと 4 つのタブが含まれます。
– 「入力名」。入力リンクの名前。編集するリンクを「入力名」リストから選択
します。このリストには、Sybase OC ステージへのすべての入力リンクが表示
されます。
– 「生成」。このタブは、デフォルトで表示されます。Sybase へのデータの書き
込みに使用される、Sybase OC ステージが生成した SQL ステートメントが入
っています。これらのステートメントは編集できませんが、「コピー」を使用
してクリップボードにコピーして、別の場所で使用することができます。 12
ページの『生成 SQL ステートメントの使用』を参照してください。
– 「ユーザー定義」。このタブには、Sybase にデータを書き込むために実行され
る SQL ステートメントが入っています。 13 ページの『ユーザー定義 SQL ス
テートメントの使用』を参照してください。
– 「前処理」。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。 14 ページの『BEFORE SQL ステー
トメントの使用』を参照してください。
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– 「後処理」。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。 14 ページの『AFTER SQL ステート
メントの使用』を参照してください。
「列...」をクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表示します。
「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示したままにし
ておくことができます。
「データ参照...」をクリックして、データ・ブラウザーを開始します。これによっ
て、入力リンクに関連付けられたデータを表示できます。

Sybase へのデータの書き込み
次のセクションでは、Sybase OC ステージからデータを Sybase データベースに書
き込むときに使用する、生成とユーザー定義 SQL INSERT、DELETE、または
UPDATE ステートメントの相違点について説明します。

生成 SQL ステートメントの使用
このタスクについて
デフォルトでは、Sybase OC ステージが作成した SQL INSERT、DELETE、または
UPDATE ステートメントを使用して、Sybase 表にデータを書き込みます。生成
SQL ステートメントは、このステージの入力プロパティーで指定した表定義と列定
義を使用して自動的に作成されます。「SQL」タブの「生成」タブには、データの
書き込みに使用する SQL ステートメントが表示されます。
生成ステートメントを使用するには、次のようにします。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブの「表名」フィールドに、表名を入力します。
2. 「更新アクション」リストからオプションを選択して、データを書き込む方法を
指定します。
v 表をクリアしてから行を挿入
v 表を切り捨て後に行を挿入
v クリアせずに行を挿入
v 既存の行のみを削除
v 既存の行を完全に置換
v 既存の行のみを更新
v 既存の行を更新または新規行を挿入
v 新規行を挿入または既存の行を更新
v ユーザー定義 SQL
各更新アクションの説明については、 10 ページの『Sybase 入力データの定
義』を参照してください。
3. 「説明」フィールドに、入力リンクの説明を入力します。これはオプションで
す。
4. 「入力」ページの「列」タブをクリックします。
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5. 列グリッドを編集して、書き込む列の列定義を指定します。
SQL ステートメントは、選択した更新アクションおよび指定した列を使用して
自動的に作成されます。ここでは、オプションで、SQL ステートメントを表示
することができます。
6. 「入力」ページの「SQL」タブをクリックしてから、「生成」タブをクリック
し、作成された SQL ステートメントを表示します。ここでステートメントの編
集はできませんが、このタブにはいつでもアクセスして、生成されたステートメ
ントの一部を選択してコピーし、それをユーザー定義 SQL ステートメントに貼
り付けることができます。
7. 「OK」をクリックして、「Sybase OC ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じ
ます。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

ユーザー定義 SQL ステートメントの使用
このタスクについて
ステージが作成した SQL ステートメントを使用してデータを書き込む代わりに、
Sybase OC 入力リンクごとにユーザー独自の SQL INSERT、DELETE、または
UPDATE ステートメントを入力できます。SQL ステートメントには、表名、実行
する更新アクションのタイプ、および書き込む列を必ず指定します。
SQL ステートメントを入力するには、次のようにします。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブの「更新アクション」リストから、「ユーザー定
義 SQL」を選択します。
2. 「SQL」タブの「ユーザー定義」タブをクリックします。「ユーザー定義
SQL」タブが開きます。
ターゲット Sybase 表へデータを書き込むために使用または編集する SQL ステ
ートメントを入力します。このステートメントには、表名、実行する更新アクシ
ョンのタイプ、書き込む列を含める必要があります。
プロパティー値が {FILE} で始まっている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、そのパスが示すファイルの内容がプロパティー値になります。
データを書き込むとき、INSERT ステートメントには各ステージ入力列のパラメ
ーター・マーカー (?) を含んだ VALUES 節が必要です。UPDATE ステートメ
ントには、各ステージ入力列のパラメーター・マーカーを含んだ SET 節が必要
です。UPDATE および DELETE ステートメントには、主キー列のパラメータ
ー・マーカーを含んだ WHERE 節が必要です。パラメーター・マーカーの順番
は、ステージ・プロパティーにリストされた関連列と同じ順番でなければなりま
せん。例:
insert emp (emp_no, emp_name) values (?, ?)

複数の SQL ステートメントを指定した場合、ステートメントは、セミコロン
(;) をバッチ終了シグナルとして使用して、1 つ以上の Transact-SQL コマンド・
バッチとして実行されます。複数の INSERT ステートメント、UPDATE ステー
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トメント、および DELETE ステートメントを組み合わせて 1 つのバッチにする
ことはできません。それぞれを別個のコマンド・バッチで実行する必要がありま
す。
行の値をパラメーターとして引き渡す機能がない場合、ストアード・プロシージ
ャーを呼び出せません。(出力についてはストアード・プロシージャーを呼び出
せます。)
ユーザー定義 SQL ステートメントを指定しなければ、ステージは自動的に SQL
ステートメントを生成します。
3. 「OK」をクリックして、「Sybase OC ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じ
ます。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

BEFORE SQL ステートメントの使用
このタスクについて
ステージがジョブ・データ行を処理する前に、SQL ステートメントを実行できま
す。データを処理する前に実行する SQL ステートメントを指定するには、次のよ
うにします。

手順
1. 「SQL」タブの「前処理」タブのテキスト入力域に、データの処理前に実行する
SQL ステートメントを入力します。
プロパティー値が {FILE} で始まっている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、そのパスが示すファイルの内容がプロパティー値になります。
Sybase クライアントとサーバーの接続に成功した直後に実行されます。複数の
SQL ステートメントを指定した場合、ステートメントは、セミコロン (;) をバ
ッチ終了シグナルとして使用して、1 つ以上の Transact-SQL コマンド・バッチ
として実行されます。
2. 「致命的でないエラーとして処理」チェック・ボックスを選択して、BEFORE
SQL の実行エラーを警告としてログに記録します。次のコマンド・バッチがあ
れば、処理は続行されます。それぞれの正常な実行は、別々のトランザクション
としてコミットされます。
このチェック・ボックスが選択されていなければ、BEFORE SQL の実行エラー
がジョブにとって致命的なエラーとして扱われ、トランザクションはロールバッ
クされます。すべての BEFORE SQL ステートメントの実行が成功した場合にの
み、トランザクションはコミットされます。

AFTER SQL ステートメントの使用
このタスクについて
ステージがすべてのジョブ・データ行を処理したあとに、SQL ステートメントを実
行できます。データを処理したあとに実行する SQL ステートメントを指定するに
は、次のようにします。
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手順
1. 「後処理」タブのテキスト入力域に、データの処理後に実行する SQL ステート
メントを入力します。
プロパティー値が {FILE} で始まっている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、そのパスが示すファイルの内容がプロパティー値になります。
Sybase クライアントとサーバーの接続が終了する直前に実行されます。複数の
SQL ステートメントを指定した場合、ステートメントは、セミコロン (;) をバ
ッチ終了シグナルとして使用して、1 つ以上の Transact-SQL コマンド・バッチ
として実行されます。
2. 「致命的でないエラーとして処理」チェック・ボックスを選択して、AFTER
SQL の実行エラーを警告としてログに記録します。次のコマンド・バッチがあ
れば、処理は続行されます。それぞれの正常な実行は、別々のトランザクション
としてコミットされます。
このチェック・ボックスが選択されていなければ、AFTER SQL の実行エラーが
ジョブにとって致命的なエラーとして扱われ、トランザクションはロールバック
されます。すべての AFTER SQL ステートメントの実行が成功した場合にの
み、トランザクションはコミットされます。

Sybase 出力データの定義
Sybase データ・ソースからデータを読み取るとき、Sybase OC ステージは出力リン
クを持ちます。出力リンクのプロパティーとデータの列定義は、「Sybase OC ステ
ージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義します。

「出力」ページについて
「出力」ページには、1 つのフィールド、最大 4 つのタブ、2 つのボタンがありま
す。表示されるタブは、データの出力にあたって SQL ステートメントをどのよう
に指定したかによって異なります。
v 「出力名」。出力リンクの名前。編集するリンクを「出力名」リストから選択し
ます。このリストには、Sybase OC ステージからのすべての出力リンクが表示さ
れます。
v 「全般」。このタブは、デフォルトで表示されます。これは、次のパラメーター
を含みます。
– 「表名」。このフィールドは、「生成された SQL 照会」を選択した場合にの
み表示されます。これには、アクセス対象の Sybase ソース表またはファイル
が含まれます。これらの表は存在しているか、「BEFORE SQL」ステートメン
トによって作成されてデータが格納されている必要があります。表名が複数あ
る場合は、コンマ ( , ) で区切ります。また、各表の選択特権を持っている必
要があります。デフォルトはありません。
照会タイプを「ユーザー定義 SQL 照会」に指定した場合、「表名」は無視さ
れます。照会タイプを「ユーザー定義 SQL 照会」と定義しない場合には、
「表名」を指定する必要があります。
「...」をクリックして、リポジトリーを参照して表を選択できます。
第 2 章 Sybase OC ステージ
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また、ジョブ・パラメーターを使用して表名を指定できます。
– 「プリフェッチ行数」。ステージがソース表からデータを取り出すときに
Sybase が返す行数。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)。ステ
ージは、このプロパティーを使用してフェッチ・バッファーの配列を結合しま
す。詳細は、Sybase の資料を参照してください。
– 「照会タイプ」。次のオプションを表示します。
「生成された SQL 照会」。これがデフォルトの設定で、Sybase OC ステージ
が生成した SQL ステートメントを使用してデータを抽出することを指定しま
す。このオプションを選択すると、「SQL」タブの上に「生成」タブが表示さ
れます。このステートメントを編集することはできません。
「ユーザー定義 SQL 照会」。ユーザー定義 SQL 照会を使用したデータの抽
出を指定します。このオプションを選択すると、「SQL」タブの上に「ユーザ
ー定義」タブが表示され、SQL ステートメントの編集ができます。
– 「列の出力仕様フィールドを使用」。SQL SELECT ステートメントを作成す
るときに、列の出力仕様フィールドを使用することを指定します。「列の出力
仕様フィールドを使用」が選択されていると、列の出力仕様フィールドが使用
されます。「列の出力仕様フィールドを使用」が選択されていない場合 (デフ
ォルト)、列の出力仕様フィールドは使用されません。
– 「説明」。出力リンクのオプションの説明が含まれます。
v 「列」。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。また、このタブで、1 つにまとめる列も指定します。
出力リンクと参照リンクの列定義にはキー・フィールドが含まれています。キ
ー・フィールドは、Transformer ステージの 1 次入力と参照入力を結合するとき
に使用されます。Sybase OC プラグイン・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。
v 「選択」。このタブは主に生成された SQL ステートメントに対して使用しま
す。データの条件抽出をするためのオプションの SQL SELECT 節がここに表示
されます。
v 「SQL」。このタブは、Sybase からのデータを読み取りに使用する SQL ステー
トメントまたはストアード・プロシージャー・コールの構文を表示します。これ
には、1 つのフィールドと 4 つのタブが含まれます。
– 「生成」。このタブは、デフォルトで表示されます。これには、Sybase OC ス
テージが生成した SQL ステートメントが含まれます。これらのステートメン
トは編集できませんが、「コピー」を使用してクリップボードにコピーして、
別の場所で使用することができます。 17 ページの『生成された照会の使用』
を参照してください。
– 「ユーザー定義」。このタブには、Sybase にデータを書き込むために実行され
る SQL ステートメントが入っています。このタブは、「出力」ページの「全
般」タブから「ユーザー定義 SQL 照会」を選択すると、使用可能になりま
す。 18 ページの『ユーザー定義照会の使用』を参照してください。
– 「前処理」。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。 14 ページの『BEFORE SQL ステー
トメントの使用』を参照してください。
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– 「後処理」。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。 14 ページの『AFTER SQL
ステートメントの使用』を参照してください。
「列...」をクリックして、出力リンクに指定された列の要約リストを表示します。
「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示したままにし
ておくことができます。
「データ参照...」をクリックして、データ・ブラウザーを開始します。これによっ
て、出力リンクに関連付けられたデータを表示できます。

Sybase からのデータ読み取り
次のセクションでは、Sybase データベースからデータを Sybase OC ステージに読
み取るときに使用する、生成された照会とユーザー定義照会の相違点について説明
します。
参照リンクの列定義には、必ずキー・フィールドが必要です。キー・フィールド
は、Transformer ステージの 1 次入力と参照入力を結合するのに使用されます。
Sybase OC プラグイン・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。

生成された照会の使用
デフォルトでは、ステージが作成した SQL SELECT ステートメントを使用して
Sybase OC データ・ソースからデータを抽出します。SQL ステートメントは、「出
力」ページに入力した表定義と列定義を使用して自動的に作成されます。
「生成された SQL 照会」を選択すると、Sybase OC ステージが作成した SQL
SELECT ステートメントを使用して、Sybase データベースからデータが抽出されま
す。SQL SELECT ステートメントの構文は次のとおりです。
SELECT 節 FROM 節
[WHERE 節]
[GROUP BY 節]
[HAVING 節]
[ORDER BY 節];

使用する表および Sybase OC ステージから出力される列を指定すると、SQL
SELECT ステートメントが自動的に作成されます。このステートメントは、「出
力」ページの「SQL」タブをクリックすると表示できます。
例えば、Table1 という表から Name、Address、および Phone 列を抽出する場合、
「SQL」タブに表示される SQL ステートメントは次のとおりです。
SELECT Name, Address, Phone FROM Table1;

SELECT 節と FROM 節は最低限必要な節で、Sybase OC ステージが自動的に生成
します。ただし、次に示す SQL SELECT 節のどれでも使用できます。
v 「SELECT」。データベースから選択する列を指定します。
v 「FROM」。 選択する列を含む表を指定します。
v 「WHERE」。選択対象の行が満たさなければならない基準を指定します。
v 「GROUP BY」。行をグループ化して結果を要約します。

第 2 章 Sybase OC ステージ
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v 「HAVING」。選択対象のグループ化行が満たさなければならない基準を指定し
ます。
v 「ORDER BY」。選択行をソートします。
SQL SELECT 節を追加して使用する場合は、それを「出力」ページの「選択」タブ
で入力する必要があります。
「選択」タブは 2 つの領域 (ペイン) に分かれています。分割バーをドラッグし
て、領域のサイズを変更できます。
v 「WHERE 節」。このテキスト・ボックスには、選択対象となるデータが適合し
ていなければならない条件を指定する SQL WHERE 節を挿入できます。
v 「その他の節」。このテキスト・ボックスを使用すると、HAVING 節または
ORDER BY 節を挿入できます。

ユーザー定義照会の使用
このタスクについて
Sybase OC ステージが作成した SQL ステートメントを使用する代わりに、Sybase
OC 出力リンクごとにユーザー独自の SQL ステートメントを入力できます。SQL
ステートメントを入力するには、次のようにします。

手順
1. 「出力」ページの「全般」タブの「照会タイプ」リストから、「ユーザー定義
SQL 照会」を選択します。 「SQL」タブの「ユーザー定義」タブが使用可能に
なります。
ステートメントを編集したり、選択した列をユーザー定義 SQL ステートメント
にドラッグしたりできます。出力リンクの表定義が正しく、必要な列を表してい
ることを確認します。このステートメントから生成された結果セットが、少なく
とも 1 行返されます。
プロパティー値が {FILE} で始まっている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、そのパスが示すファイルの内容がプロパティー値になります。
SQL ステートメントは、ステージ出力列定義と一致する結果セットを生成する
ものでなければなりません。
複数の SQL ステートメントを指定した場合、ステートメントは、セミコロン
(;) をバッチ終了シグナルとして使用して、1 つ以上の Transact-SQL コマンド・
バッチとして実行されます。
注: 複数の結果セットが作成された場合は、最初のセットのみが使用されます。
2. 「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。ジョブ・デザ
インを保存すると変更が保存されます。
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Sybase SQL Server データ・タイプのサポート
このタスクについて
次の表に、サポートされている Sybase SQL Server のデータ・タイプを示します。
Sybase 表の InfoSphere DataStage 表定義を作成するときに、SQL タイプ、長さ、ス
ケール属性を説明されているとおりに設定します。

文字データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server の文字データ・タイプ、その InfoSphere DataStage
SQL タイプ定義、および設定が必要な対応する長さ属性を要約します。
表 3. 文字データ・タイプ
Sybase のデータ・タ
イプ

InfoSphere DataStage
SQL タイプ
長さ

char(n)

Char

n

Sybase char の値は、
長さが n になるま
で、ブランクが埋め
込まれます。

nchar(n)

Char

n * @@ncharsize

Sybase nchar の値
は、長さが n になる
まで、ブランクが埋
め込まれます。

注意

@@ncharsize は
Sybase グローバル変
数で、Sybase サーバ
ー文字セットの 1 文
字のバイト長が含ま
れています。
varchar(n)

VarChar

n

N/A

nvarchar(n)

VarChar

n * @@ncharsize

@@ncharsize は
Sybase グローバル変
数で、Sybase サーバ
ー文字セットの 1 文
字のバイト長が含ま
れています。

sysname

VarChar

30

Sybase が提供するユ
ーザー・データ・タ
イプで、varchar (30)
と定義されていま
す。

text

Longvarchar

N/A

N/A

数値 (整数) データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server の数値 (整数) データ・タイプと、その InfoSphere
DataStage SQL タイプ定義を要約します。
第 2 章 Sybase OC ステージ
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表 4. 数値 (整数) データ・タイプ
Sybase のデータ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL タイプ

bit

Bit

tinyint

Tinyint

smallint

Smallint

int

Integer

数値 (小数) データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server の数値 (小数) データ・タイプと、その InfoSphere
DataStage SQL タイプ定義、および設定が必要な対応する長さおよびスケール属性
を要約します。
表 5. 数値 (小数) データ・タイプ
Sybase のデー
タ・タイプ

InfoSphere
DataStage SQL
タイプ

長さ

スケール

注意

decimal(p,s)

Decimal

p

s

Sybase decimal
値は精度を失わ
ずに完全な範囲
がサポートされ
ています。

numeric(p,s)

Numeric

p

s

Sybase numeric
値は精度を失わ
ずに完全な範囲
がサポートされ
ています。

数値 (金額) データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server の数値 (金額) データ・タイプと、その InfoSphere
DataStage SQL タイプ定義、および設定が必要な対応する長さおよびスケール属性
を要約します。
表 6. 数値 (金額) データ・タイプ

20

Sybase のデー
タ・タイプ

InfoSphere
DataStage SQL
タイプ

長さ

スケール

注意

money

Decimal

19

4

Sybase money 値
は精度を失わず
に完全な範囲が
サポートされて
います。
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数値 (浮動小数) データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server の数値 (浮動小数) データ・タイプと、その
InfoSphere DataStage SQL タイプ定義、および設定が必要な対応する長さ属性を要
約します。
表 7. 数値 (浮動小数) データ・タイプ
Sybase のデータ・タ
イプ

InfoSphere DataStage
SQL タイプ
長さ

float(p)

Float

p

InfoSphere DataStage
の Float 値は、最大
15 桁の精度を持ちま
す。ただし、p が 15
よりも大きいと、
Sybase float(p) 列から
データを読み取ると
きに精度が失われる
場合があります。

real

Real

N/A

N/A

double precision

Double

N/A

N/A

注意

日付データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server の日付データ・タイプと、その InfoSphere DataStage
SQL タイプ定義を要約します。
表 8. 日付データ・タイプ
Sybase のデータ・タイプ
datetime

InfoSphere DataStage SQL
タイプ
Timestamp
Dated
Timet

注意
d

Sybase の datetime 値の時
間コンポーネントは、
InfoSphere DataStage の Date
値に変換すると失われます。
InfoSphere DataStage の Date
値を Sybase の datetime に書
き込むと、時間コンポーネン
トは深夜 0 時に設定されま
す。
t

Sybase の datetime 値の日
付コンポーネントは、
InfoSphere DataStage の Time
値に変換すると失われます。
InfoSphere DataStage の Time
値を Sybase の datetime に書
き込むと、日付コンポーネン
トには InfoSphere DataStage
サーバー・マシンの現在の日
付が設定されます。
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表 8. 日付データ・タイプ (続き)
Sybase のデータ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL
タイプ

smalldatetime

Timestamp
Dated
Timet

注意
d

Sybase の smalldatetime 値
の時間コンポーネントは、
InfoSphere DataStage の Date
値に変換すると失われます。
InfoSphere DataStage の Date
値を Sybase の smalldatetime
に書き込むと、時間コンポー
ネントは深夜 0 時に設定さ
れます。
t

Sybase の smalldatetime 値
の日付コンポーネントは、
InfoSphere DataStage の Time
値に変換すると失われます。
InfoSphere DataStage の Time
値を Sybase の smalldatetime
に書き込むと、日付コンポー
ネントには InfoSphere
DataStage サーバー・マシン
の現在の日付が設定されま
す。

バイナリー・データ・タイプ
次の表に、Sybase SQL Server のバイナリー・データと、その InfoSphere DataStage
SQL タイプ定義を要約します。
表 9. バイナリー・データ・タイプ
Sybase のデータ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL
タイプ

注意

binary

Binary

N/A

varbinary

Varbinary

N/A

image

Long Varbinary

N/A

timestamp

非サポート

Sybase が提供するユーザー・
データ・タイプで、varbinary
(8) と定義されています。
timestamp と InfoSphere
DataStage Timestamp デー
タ・タイプとは互換性があり
ません。

ストアード・プロシージャーのサポート
サーバーの Sybase OC ステージから、ストアード・プロシージャーを呼び出すこと
ができます。次の制約があります。
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v リテラル値として入力パラメーターを指定します。パラメーター値として行値の
引き渡しは、サポートされていません。
v 出力パラメーターはサポートしていません。
v BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメントの一部として、ストアード・
プロシージャーを呼び出すことができます。プロシージャーで生成された結果セ
ットは廃棄されます。
v 出力および参照リンクに対してのみ、「ユーザー定義 SQL ステートメント」の
一部として、ストアード・プロシージャーを呼び出すこともできます。ストアー
ド・プロシージャーは、ステージ出力列定義と一致する行結果セットを生成する
ものでなければなりません。1 つの行結果セットのみが処理されます。他の追加
結果セットは破棄されます。
v グループの一部であるストアード・プロシージャーを呼び出すには、グループ名
およびプロシージャー番号を区切るセミコロン (;) の前に、円記号 (¥) をつけて
ください。円記号により、ステージはセミコロンをバッチ終了シグナルではなく
正規の文字として扱います。例えば、ステージから myprocgroup;2 ストアード・
プロシージャーを呼び出すには、次の構文を使用してください。
execute myprocgroup¥;2

v 入力リンクに対して、ストアード・プロシージャーを呼び出すことはできませ
ん。パラメーター値として行値の引き渡しは、サポートされていません。
v プロシージャーのリターン・コードは、Sybase エラー (-1 から -99) 用にチェッ
クされます。
v -1 から -8 のエラー番号は、致命的ではない警告として扱われます。-9 から -99
のエラー番号は、致命的エラーとして扱われます。ストアード・プロシージャー
のリターン・コードについて詳しくは、Sybase の資料を参照してください。
v Sybase OC は、チェーン・トランザクション・モードで実行するため、プロシー
ジャーの実行モードを「chained」または「anymode」に設定する必要がありま
す。実行モードを設定するには、Sybase sp_procxmode プロシージャーを使用しま
す。例を示します。
sp_procxmode myproc, "anymode"

sp_procxmode について詳しくは、Sybase の資料を参照してください。

第 2 章 Sybase OC ステージ
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第 3 章 BCPLoad ステージ
BCPLoad ステージは、BCP (Bulk Copy Program) ユーティリティーを使用して、
Microsoft SQL Server 2000 または Sybase (System 11.5 または 12.5) データベース
の単一の表にデータをバルク・ロードします。
BCPLoad ステージは、受動接続ステージです。このステージは、IBM InfoSphere
DataStage のインストール時に自動的にインストールされ、サーバー・ジョブ・パレ
ットの「データベース」カテゴリーに表示されます。
このトピックでは、BCPLoad ステージの次のトピックについて説明します。
v 『BCPLoad ステージの概要』
v

26 ページの『表定義』

v

26 ページの『SQL データ・タイプ』

v

27 ページの『BCPLoad ステージの使用』

v

32 ページの『BCPLoad 入力データの定義』

注: SQL Server は UNIX オペレーティング・システム上でサポートされていない
ため、エンジン層が UNIX システム上にある場合、BCPLoad ステージを使用して
データを SQL Server データベースにロードすることはできません。

BCPLoad ステージの概要
BCPLoad ステージは BCP と同じ API を使用しますが、フォーマット・ファイル
を使用せずに直接データをロードします。コマンド・ライン・スイッチは、ステー
ジ・プロパティーを使用して設定します。
デフォルトでは、BCPLoad ステージは、データを Microsoft SQL Server にバル
ク・ロードするように構成されます。Sybase DBLIB または CTLIB クライアント・
ライブラリーを使用して Sybase SQL Server 表にデータをバルク・ロードするよう
に、BCPLoad ステージ・プロパティーを構成することができます。
注: BCPLoad ステージで使用されるクライアント・ライブラリーは、IBM
InfoSphere DataStage の一部として提供されていません。BCPLoad ステージを使用
する前に、これらのライブラリーを DBMS ベンダーから入手して、ご使用のシス
テムにインストールおよび構成する必要があります。
このバージョンの BCPLoad ステージは、Microsoft SQL Server と Sybase の両方を
サポートしているため、両方のサーバーに共通な BCP スイッチのみがステージ・
プロパティーとして含まれています。以下のコマンド・ライン・スイッチは、
Microsoft SQL Server ではサポートされていません。
v -T、トラステッド接続
v -q、引用符識別子
以下のコマンド・ライン・スイッチは、Sybase ではサポートされていません。

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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v -I、インターフェース・ファイル
v -J、クライアント文字セット
v -q、データ文字セット
設定できる BCP スイッチについて詳しくは、 28 ページの『ステージ・プロパテ
ィーの編集』を参照してください。
BCPLoad ステージは、ネイティブ・データ・ファイルのロードはサポートしていま
せん。

表定義
デザイナー・メニューから「インポート」 > 「表定義」を選択して、 SQL Server
データベースの表から表定義をインポートすることができます。表定義は、ODBC
接続を介してサーバーにインポートされます。BCPLoad ステージの「入力」ページ
の「列」タブにある「ロード」をクリックして、この表定義をステージにロードす
ることができます。

SQL データ・タイプ
BCPLoad ステージでサポートされる SQL Server のデータ・タイプは次のとおりで
す。
v Bit
v Char
v DateTime
v Decimal
v Float
v Integer
v Money
v Numeric
v Real
v SmallDateTime
v SmallInt
v SmallMoney
v TinyInt
v VarChar
データベース表からメタデータをインポートすると、これらのデータ・タイプは
ODBC ドライバーにより適切な SQL データ・タイプにマッピングされます。表定
義で使用されるデータ・タイプは、リポジトリーから表示できます。また、ジョ
ブ・デザインでステージを編集する際にも表示できます。
BCPLoad ステージでサポートされない SQL Server のデータ・タイプは次のとおり
です。
v Binary
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v VarBinary
v Image
v Text (バイナリー形式の大きなテキスト)

BCPLoad ステージの使用
BCPLoad ステージは、ターゲット・ステージです。1 つの入力リンクがあり、これ
が SQL Server または Sybase データベースの表にロードするための行数シーケン
スを提供します。各入力列のメタデータによって、どのようにロードされるかが決
まります。このステージからの出力リンクはありません。
BCPLoad ステージを編集すると、「BCPLoad ステージ」ダイアログ・ボックスが
表示されます。このダイアログ・ボックスには、次の 2 つのページがあります。
v 「ステージ」。編集するステージの名前が含まれます。このページには最大 3 個
のタブが表示されます。
– 「全般」。ステージ及びステージ・タイプ (BCPLoad) のオプションの説明が
含まれます。
– 「プロパティー」。ステージ・プロパティーおよびそれらの現行値が含まれま
す。このステージ・プロパティーに対するデフォルトの設定を編集するか、ま
たはジョブ・パラメーターを指定することができます。詳しくは、 28 ページ
の『ステージ・プロパティーの編集』を参照してください。
– 「NLS」。NLS が有効で、プロジェクトのデフォルト文字セット・マップを利
用したくない場合には、このタブから代わりの文字セット・マップを選択でき
ます。
v 「入力」。データ入力リンクの列定義を指定します。
「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。ジョブを保存する
と、変更が保存されます。

Sybase BCPLoad ステージに必要なセットアップ
このタスクについて
このセクションでは、BCPLoad ステージが機能するために必要な最低限のステップ
について説明します。
BCPLoad ステージを使用するには、以下を行います。

手順
1. デザイナーを開始して、サーバー・ジョブ・デザインを開きます。
2. ツール・パレットの「Sybase BCP Load」ボタンをクリックします。
3. ダイアグラム・ウィンドウで、ステージを配置する場所をクリックします。
4. ジョブ・デザインの関連ステージの出力を BCPLoad ステージの入力にリンクし
ます。
5. BCPLoad ステージを構成するには、以下を行います。
a. 「プロパティー」タブでステージ・プロパティーを編集するか、またはジョ
ブ・パラメーターを指定します。
第 3 章 BCPLoad ステージ
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b. NLS が有効な場合は、オプションで、「NLS」タブで文字セット・マップを
定義します。
c. 入力リンクのデータを定義します。
これらのステップは、「BCPLoad ステージ」ダイアログ・ボックスで行われ
ます。

ステージ・プロパティーの編集
「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、 BCPLoad ステージのプロパティ
ーを表示および編集することができます。これには、以下のプロパティー名および
値が表示されるグリッドがあります。
v 「SQL Server 名」。接続先の SQL Server の名前。このプロパティーは BCP -S
スイッチに対応しています。このプロパティーはオプションで、デフォルト値は
ありません。このプロパティーをブランクのままにすると、ステージは SQL
Server が IBM InfoSphere DataStage Server と同じマシンにあるとみなします。
v 「ユーザー ID」。SQL ユーザーのログオン名。このプロパティーは BCP -U オ
プションに対応します。このプロパティーは必須で、デフォルト値はありませ
ん。
v 「パスワード」。SQL ユーザーのパスワード。このプロパティーは BCP -P オプ
ションに対応します。このプロパティーは必須で、デフォルト値はありません。
v 「データベース名」。SQL Server 上で使用するデータベースの名前。このプロパ
ティーは必須で、デフォルト値はありません。
v 「表名」。データをロードする表の名前。このプロパティーは必須で、デフォル
ト値はありません。
v 「BEFORE LOAD ストアード・プロシージャー」。データベース表がロードさ
れる前に実行されるストアード・プロシージャーの名前。このプロパティーはオ
プションで、デフォルト値はありません。 BEFORE LOAD ストアード・プロシ
ージャーの使用について詳しくは、 29 ページの『ストアード・プロシージャー
の使用』を参照してください。
v 「AFTER LOAD ストアード・プロシージャー」。データベース表がロードされ
た後に実行されるストアード・プロシージャーの名前。このプロパティーはオプ
ションで、デフォルト値はありません。 AFTER LOAD ストアード・プロシージ
ャーの使用について詳しくは、 29 ページの『ストアード・プロシージャーの使
用』を参照してください。
v 「バッチ・サイズ」。BCP バッチに含まれる行数。このプロパティーは BCP -b
オプションに対応します。このプロパティーのデフォルト設定は 0 で、その場合
はすべてのデータ行が 1 つのバッチとして扱われます。エラーが発生したら、す
べての行がロールバックされます。
v 「パケット・サイズ」。サーバーとの送受信に使用するネットワーク・パケット
あたりのバイト数。デフォルト値は 4096 です。512 から 65535 までの任意の数
を指定できます。
v 「ソース ID データの使用」。このプロパティーは BCP -E スイッチに対応して
います。このプロパティーを設定すると、BCPLoad ステージによって SQL
Server に渡された ID 値を使用して、 SQL Server 表の対応する ID 列にデータ
を追加することを SQL Server に通知します。
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v 「日付形式」。このプロパティーは、Microsoft SQL Server が YMD フォーマッ
トの日付を使用している問題の回避策を提供します。ターゲット表に日付列があ
り、データに YMD フォーマットの日付がある場合、正しくロードするためには
日付データを変換する必要があります。このプロパティーを「ymd」に設定するこ
とにより、日付はロード中に Microsoft SQL Server で許容されるフォーマットに
自動的に変換されます。
v 「クライアント・ライブラリー」。使用するクライアント・ライブラリーのタイ
プ。デフォルト設定は MSDBLIB (Microsoft DBLibrary) です。他に有効な設定と
して、 SYBDBLIB (Sybase DBLibrary の場合) および SYBCTLIB (Sybase
CTLibrary の場合) があります。エンジン層が UNIX システム上にある場合、
MSDBLIB (Microsoft DBLibrary) は使用できません。
また、このタブには、以下の 4 つのボタンがあります。
v 「ジョブ・パラメーターの挿入...」。選択したプロパティーの値としてジョブ・
パラメーターを挿入することができます。このタブのどのプロパティーにもジョ
ブ・パラメーターを使用できます。ジョブを検証または実行する際に、プロパテ
ィーに適切な値を指定するようプロンプトが出されます。
このボタンをクリックすると、現在定義されているジョブ・パラメーターのリス
トが表示されます。リストからパラメーターを選択するか、または「新規...」を
クリックして新しく定義します。「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボック
スの「パラメーター」タブが表示されます。F9 キーを使用して、ジョブ・パラメ
ーターを挿入することもできます。
v 「デフォルトに設定」。選択したプロパティーの値をデフォルト値に設定しま
す。
v 「すべてデフォルト」。すべてのプロパティーの値をデフォルト値に設定しま
す。
v 「プロパティー・ヘルプ」。ステージ定義作成者によって提供されるヘルプ・テ
キストが表示されます。
グリッドにリストされている任意のプロパティーの値を編集できます。設定を保存
して BCPLoad「ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じる場合は「OK」をクリッ
クします。

ストアード・プロシージャーの使用
データベースのロード前またはロード後に実行されるストアード・プロシージャー
の名前を指定することができます。BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーを
使用して、索引を落とし、データベースのバルク・コピー・オプションをオンにす
る、などのタスクを実行することができます。AFTER LOAD ストアード・プロシ
ージャーを使用して、バルク・コピー・オプションをオフにし、任意の索引を再作
成することができます。ストアード・プロシージャーを書き込む方法について詳し
くは、SQL Server の資料を参照してください。
BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーまたは AFTER LOAD ストアード・
プロシージャーのステージ・プロパティーに対する値として、ストアード・プロシ
ージャー名が入力されます。ストアード・プロシージャーの名前を入力すると同時

第 3 章 BCPLoad ステージ

29

に、パラメーター値を含めることもできます。ストアード・プロシージャーのパラ
メーターを指定するときは、「プロパティー」タブの「値」フィールドで以下のフ
ォーマットを使用してください。
procedurename P1, P2, P3, ..., Pn

procedurename は、ストアード・プロシージャーの名前です。
P1...Pn は、パラメーター値であり、ストアード・プロシージャーで予測される順番
に並べてあります。ストリング値は引用符で囲む必要があります。
ストアード・プロシージャーからメッセージを戻して、ジョブ・ログ・ファイルに
書き込みたい場合には、出力パラメーター DSSeverity および DSMessage を使用す
ることができます。これらのパラメーターは、該当する重大度を持つジョブ・ロ
グ・ファイルにメッセージを戻します。ジョブ・ログ・ファイルに書き出されるメ
ッセージのタイプは、DSSeverity パラメーターから戻される値によって異なりま
す。
v 戻り値 = 0。何も書き込まれません。
v 戻り値 = 1。情報メッセージが書き込まれます。
v 戻り値 = 2。警告メッセージが書き込まれます。
v 戻り値 = 3。致命的メッセージが書き込まれます。IBM InfoSphere DataStage ジ
ョブは異常終了され、ストアード・プロシージャーからの戻り値は、InfoSphere
DataStageWebSphere® の期待値と出力パラメーターを除いていずれも無視されま
す。
以下の例は、BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーのものです。このストア
ード・プロシージャーは、出力パラメーター DSSeverity および DSMessage の使用
を示すものです。
create proc DemoBeforeSP
@lReplace bit,
@DSSeverity int output,
@DSMessage varchar(255) = "" output
as
/* Remove the following three lines if running on Sybase */
declare @sSetDBOption varchar(255)
select @sSetDBOption = ’sp_dboption’ + DB_NAME() + ", ’select
Â into/bulkcopy’, TRUE"
exec (@sSetDBOption)
if @lReplace = 1
begin
truncate table BCPLoadSample
end
if @@ERROR = 0
begin
select @DSMessage = "Before SP completed: "
if @lReplace = 1
begin
select @DSMessage = @DSMessage + "replacing existing data"
end
else
begin
select @DSMessage = @DSMessage + "appending data"
end
select @DSSeverity = 1
/* INFO */
end
else
begin
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select @DSMessage = "Before SP failed"
select @DSSeverity = 2
/* WARNING */
end
GO

このストアード・プロシージャーを使用するには、ステージ・プロパティーを編集
するときに BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーのプロパティーの値とし
て DemoBeforeSP 1, DSSeverity, DSMessage とタイプします。
既存のストアード・プロシージャーを使用するときは、BEFORE LOAD ストアー
ド・プロシージャーまたは AFTER LOAD ストアード・プロシージャーのプロパテ
ィーに対する値として、ストアード・プロシージャーの名前および適切なパラメー
ター値をタイプします。
例えば、次のようなストアード・プロシージャーがあるとします。
create proc sp_TrustyDebuggedProcedure
@strTableName char(30),
@strSurname char(30),
@iRowCount int = 0 output
as
...
...

このプロシージャーを BEFORE LOAD プロシージャーとして使用したい場合は、
BEFORE LOAD ストアード・プロシージャー・プロパティーの値フィールドに
sp_TrustyDebuggedProcedure "Table1","Smith" とタイプします。strTableName お
よび strSurname としてそれぞれ、「Table1」と「Smith」が渡されます。
重大度警告およびエラー・メッセージを返すために既存のストアード・プロシージ
ャーを修正したい場合は、2 つの出力パラメーター DSSeverity および DSMessage
が含まれるように作成プロシージャーを修正する必要があります。前出の例の作成
プロシージャーは、次のようになります。
create proc sp_TrustyDebuggedProcedure
@strTableName char(30),
@strSurname char(30),
@iRowCount int = 0 output,
@DSSeverity int output,
@DSMessage varchar(255) = "" output
as
...
.../* Somewhere in the procedure set appropriate values for*/
.../* DSSeverity and DSMessage*/

このケースでは、BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーの値フィールドに
以下のようなテキストをタイプします。
sp_TrustyDebuggedProcedure "Table1","Smith",0,DSSeverity,DSMessage

ストアード・プロシージャーのパラメーター値を表すジョブ・パラメーターを入れ
ることができます。前の例では、ジョブ・パラメーターを使用するために、
BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーの値 フィールドに以下のようなテキ
ストをタイプしていました。
sp_TrustyDebuggedProcedure #Table#,#Name#,0,DSSeverity,DSMessage

Table および Name は、定義された 2 つのジョブ・パラメーターの名前です。
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文字セット・マップの定義
「ステージ」ページの「NLS」タブを使用して、BCPLoad ステージの文字セット・
マップを定義できます。リストから特定の文字セット・マップを選択できます。あ
るいは、プロジェクト全体のデフォルト設定を使用することも可能です。このタブ
には、次のオプションもあります。
v 「すべてのマップを表示」。IBM InfoSphere DataStage に付属のすべてのマップ
が表示されます。マップは、InfoSphere DataStage and QualityStage™ アドミニス
トレーターを使用してロードされていない限り使用できません。
v 「ロードしたマップのみ」。ロード済みで使用可能のマップのみが表示されま
す。
v 「ジョブ・パラメーターを使用...」。ステージを含むジョブに、パラメーターと
して文字セット・マップを指定できます。パラメーターがまだ定義されていなけ
れば、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示され、定義を求め
るプロンプトが出されます。

BCPLoad 入力データの定義
データを BCP ロード・フォーマットでファイルに書き込む場合、BCPLoad ステー
ジに入力リンクを設定できます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、
「BCPLoad ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで設定します。この
ページには、以下の 2 つのタブがあります。
v 「全般」。リンクのオプションの説明が含まれます。
v 「列」。データベース表にロードするデータの列定義が含まれます。これらの列
定義は、通常、ジョブ・デザインにおける前のステージの出力リンクで定義され
ているメタデータによって指定されます。列がまだ定義されていない場合は、
「ロード」をクリックしてリポジトリー内の表定義から列をロードするか、また
は列定義を手動で入力して、「保存...」をクリックし、表定義として保存しま
す。
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第 4 章 Sybase Enterprise ステージ
Sybase Enterprise ステージは、Sybase データベースのデータを読み書きを可能にす
るデータベース・ステージです。同時に Lookup ステージと共に Sybase Enterprise
ステージを使用して、Sybase データベースがホストするルックアップ出力表にアク
セスできます。Sybase Enterprise ステージは、1 つの入力リンクのほかに、リジェ
クト・リンク、出力リンク、出力参照リンクのいずれか 1 つを設定できます。この
ステージは、次にリストするモードで作動します。
v 読み取り
v 書き込み
v アップサート
v ルックアップ
注: Sybase IQ Server がホストする表で読み取りおよび書き込み処理を実行するに
は、Sybase IQ Server が IBM InfoSphere DataStage Server にローカルで実行されて
いることを確認してください。Sybase ASE サーバーがホストする表でこれらの操作
を実行するには、サーバーは InfoSphere DataStage にローカルまたはリモートのい
ずれかのシステムで実行できます。

前提条件
Sybase Open Client または SDK 12.5.1 バージョン 19 以降は、Microsoft Windows
上で Sybase Enterprise Edition ステージを使用するための前提条件です。Sybase
Enterprise ステージが適切に処理を行うために、Sybase Open Client 12.5.1 バージョ
ン 19 以降をインストールするか、アップグレードしてください。データをリモー
ト Sybase IQ サーバーにロードする場合は、Sybase Open Client 15.5 および
Sybase IQ Network Client 15.1 ESD 1 以上が、InfoSphere Information Server のエン
ジン層にインストールされていることを確認してください。

Sybase Enterprise ステージ
読み取り
読み取りモードで Sybase Enterprise ステージを使用して、Sybase 表を読み
取ります。
書き込み
書き込みモードで Sybase Enterprise ステージを使用して、Sybase IQ また
は Sybase ASE サーバーがホストする表にデータをロードします。
アップサート
Sybase Enterprise ステージは、アップサート・モードで Sybase Enterprise
ステージを利用して、Sybase IQ または Sybase ASE サーバーがホストする
表のデータを更新、挿入、削除します。

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011

33

ルックアップ
Sybase Enterprise ステージを使用して、直接 Sybase 表でルックアップの操
作を実施する、または Sybase 表をメモリー上へロードしてから、その表で
ルックアップの操作を行います。
ルックアップ・データのソースとして Sybase ステージを使用している場
合、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 (表) 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・セットの列だけが出力データに出力されます。この列をルックアップ・
ソース・データ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・データ列をドロップしなければなりません。

環境変数
Sybase Enterprise Edition ステージ用に、次の環境変数が使用可能です。

Sybase IQ 読み取り処理に影響を及ぼす環境変数
APT_SYBASE_NULL_AS_EMPTY
この環境変数は、NULL 値を空ストリングとして抽出する場合に設定しま
す。この環境変数は、固定幅の抽出が実行される場合は何の影響も与えませ
ん。
APT_IMPEXP_ALLOW_ZERO_LENGTH_FIXED_NULL
APT_SYBASE_NULL_AS_EMPTY の前提条件です。

Sybase IQ 書き込み処理に影響を及ぼす環境変数
APT_SYBASE_NULL_AS_EMPTY
この環境変数は、空ストリングを NULL 値 としてロードする場合に設定し
ます。この機能を使用するには、IQ Server は Load_ZeroLength_AsNull オ
プションをサポートし、使用可能になっている必要があります。
APT_IMPEXP_ALLOW_ZERO_LENGTH_FIXED_NULL
APT_SYBASE_NULL_AS_EMPTY の前提条件です。
APT_SYBASE_PRESERVE_BLANKS
この環境変数は、ブランクを VARCHAR にロードする場合に設定します。
APT_SYBASE_CONVERSION_ERROR
この環境変数は、ロード中の変換エラーの警告をオフにする場合に設定しま
す。
APT_SYBASE_CHECKPOINT_OFF
この環境変数は、ロード中のチェックポイント・エラーの警告を無効にする
場合に設定します。
APT_SYBASE_LOAD_MEMORY_MB
環境変数を使用して、ロード・メモリーを設定します。

リモート Sybase IQ サーバーへのデータ・ロード
Sybase Enterprise ステージでは、リモート Sybase IQ サーバーへのデータ・ロード
をサポートしています。
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始める前に
前提条件が満たされていることを確認してください。

手順
1. Sybase IQ 15.0 サーバーに接続します。
2. allow_read_client_file、allow_write_client_file を選択し、その値を On に
変更します。デフォルト値は、Off です。
3.
4. サーバー・オプション・プロパティー allow_read_client_file を On に設定す
るには、次のようにします。isql または dbisql ユーティリティーを使用して、
次のコマンドを実行します。set option allow_read_client_file=on GRANT
READCLIENTFILE TO <group|user>
5. 環境変数 APT_SYBASE_REMOTE_LOAD を作成し、これを 1 に設定します。

第 4 章 Sybase Enterprise ステージ
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第 5 章 Sybase Enterprise ステージ・エディター
Sybase Enterprise ステージを編集するには、Sybase Enterprise ステージ・エディタ
ーを使用します。Sybase Enterprise ステージ・エディターは、汎用ステージ・エデ
ィターが基本になっています。
ステージ・エディターのページ数はデータベースに書き込みと読み取りのどちらを
実行するかによって変わり、最大で次の 3 ページが表示されます。
v 「ステージ」ページ
v 「入力」ページ
v 「出力」ページ

「ステージ」ページ
このページは必ず表示されます。このページを使用して、Sybase Enterprise ステー
ジに関する一般情報を指定します。以下のタブは、このページ上に表示されます。
v 全般: 「全般」タブを使用して、Sybase Enterprise ステージの説明を指定できま
す。この機能はオプションです。
v

高度: 「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。このタブを使用
して、次の項目を指定できます。
– 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、データは構成ファイルで指定される使用可能な
ノードと、「高度」タブで使用できるオプションを使用して指定したノード制
約によって処理されます。コンダクター・ノードは、データを順次モードで処
理します。Sybase Enterprise ステージは、順次モードでだけ実行できます。
– 結合可能モード - このプロパティーは、デフォルトで自動に設定されていま
す。これにより IBM InfoSphere DataStage はパラレル・ステージの基盤となる
ステージと結合して、許可されれば、それらを同一プロセスで実行することが
できます。
– パーティションの保持 - 「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」
を選択すると、次のステージでパーティションを現状のまま保持するように読
み取り処理が要求します。このフィールドは、ステージに出力リンクがある場
合にだけ表示されます。
– 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレ
ル実行がグリッドで指定された 1 つ以上のノード・プールやリソース・プー
ルに制限されます。グリッドでは、構成ファイルから提供されたリストから選
択を行えます。
– 「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、
定義したノード・マップのノードに制限されます。ノード・マップを定義する
には、フィールドにノード番号を入力します。あるいは、フィールドの右側に
表示される「参照 [...]」をクリックし、「使用可能なノード」ダイアログ・ボ
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ックスを開いて、適切な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。
v NLS マップ: システムで NLS が有効になっている場合は、「NLS マップ」タブ
が表示されます。「NLS マップ」タブを使用して、Sybase Enterprise ステージの
文字セット・マップを定義します。文字セット・マップを定義すると、プロジェ
クトまたはジョブのデフォルトの文字セット・マップはオーバーライドされま
す。必要な場合は、ジョブ・パラメーターでマップを提供するよう指定できま
す。

「入力」ページ
ステージ・エディターは、Sybase データベースにデータを書き込んでいる場合、こ
のページを含みます。「入力」ページを使用して、Sybase Enterprise ステージが
Sybase 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。Sybase
Enterprise ステージは、1 つの表に書き込む 1 つの入力リンクだけ設定できます。
Sybase Enterprise ステージをセットアップするために主に使用する「入力」ページ
のタブは、次のタブです。
v 全般
v プロパティー
v 列
v 高度
以下に、これらのタブの使用方法をそれぞれ説明しています。

「入力」ページの「全般」タブ
「全般」タブを使用して、入力リンクの説明を入力します。この機能はオプション
です。

「入力」ページの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、入力リンクのプロパティーを指定します。このプロパテ
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。表の後に、各プロパティーの詳細を説明
します。
表 10. ターゲット・プロパティー
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プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

表

ストリング

N/A

はい

N/A

接続ガイド: Sybase データベース編

表 10. ターゲット・プロパティー (続き)
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

書き込み方式

v IQ

IQ 書き込み

はい

N/A

追加

はい

N/A

v アップサート
v IQ 書き込み
v ASE アップサ
ート
v ASE 書き込み
書き込みモード

v 追加
v 作成
v 置換
v 切り捨て

アップサート
SQL の自動生成

「はい」/「いい
え」

はい

はい

N/A

INSERT SQL

ストリング

N/A

いいえ

N/A

挿入配列サイズ

数値

1

いいえ

INSERT SQL

UPDATE SQL

ストリング

N/A

いいえ

N/A

DELETE SQL

ストリング

N/A

いいえ

N/A

書き込み方式

v アップサート

書き込み

はい

N/A

挿入してから更
新

はい

N/A

v 書き込み
ASE アップサー
トまたは IQ ア
ップサート・モ
ード

v 削除のみ
v 削除してから
挿入
v 挿入のみ
v 挿入してから
更新
v 更新のみ
v 更新してから
挿入

表 11. 接続プロパティー
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

ユーザー

ストリング

N/A

はい

N/A

パスワード

ストリング

N/A

はい

N/A

サーバー

ストリング

N/A

はい

N/A

データベース

ストリング

N/A

はい

N/A

表 12. オプション・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

列名の切り捨て

真/偽

偽

はい

N/A

デフォルト・ス
トリング長

数値

1

いいえ

N/A
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表 12. オプション・プロパティー (続き)
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

オープン・コマ
ンド

ストリング

いいえ

いいえ

N/A

クローズ・コマ
ンド

ストリング

いいえ

いいえ

N/A

切り捨て長

数値

いいえ

いいえ

N/A

不一致のフィー
ルドをドロップ

真/偽

偽

いいえ

N/A

行コミット間隔

数値

1

いいえ

挿入配列サイズ

最大リジェク
ト・レコード

数値

N/A

いいえ

「オプション」/
「出力リジェク
ト・レコードの
ASE 書き込み」

リジェクト・レ
コードを出力

真/偽

偽

いいえ

N/A

ID を使用

真

偽

いいえ

N/A

バッチ・サイズ

Integer

1000

いいえ

N/A

固定幅

真/偽

偽

いいえ

N/A

入力リンクの Sybase Enterprise ステージ・プロパティーの設定
このタスクについて
このセクションでは、ステージ・プロパティーを適切にセットアップするために、
入力リンクの「プロパティー」タブで利用可能なフィールドおよびオプションの使
用方法を説明します。
v 「ターゲット」カテゴリーで、次のプロパティーを設定します。
– 表 - データの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・パラメーターとして、この値を指定することができます。
– 書き込み方式 - 「IQ アップサート」、「IQ 書き込み」、「ASE アップサー
ト」、または「ASE 書き込み」を選択します。デフォルト値は、「IQ 書き込
み」です。「IQ アップサート」 または「ASE アップサート」を選択した場
合、「Insert SQL」および「Update SQL」ステートメントを指定する必要が
あります。Sybase データベースへの接続をセットアップして、入力データ・セ
ットのレコードを表に挿入する場合は、「IQ 書き込み」または「ASE 書き込
み」を選択します。「Sybase IQ アップサート」処理では、ローカルまたはリ
モートの Sybase IQ データベースのデータの挿入/更新が行われます。接続パ
ラメーターは、リモートまたはローカルの IQ データベースを指すことができ
ます。
– 書き込みモード - 適切な書き込みモードを選択して、データ・セットのレコー
ドを表に挿入する方法を決定します。利用可能なオプションは以下のとおりで
す。
– APPEND : これはデフォルトの書き込みモードです。このモードを選択して、
新しいレコードを既存の表に追加します。
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– CREATE : このモードを選択して、新規表を作成します。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。宛先表が存在していない場
合は、このモードを指定する必要があります。
– REPLACE : このモードを選択すると、既存の表をまずドロップし、その代わ
りに新規表を作成します。
– TRUNCATE : このモードを選択すると、スキーマを含む既存の表の属性を保
存し、既存のレコードを破棄した後に、その表に新規レコードを追加します。
– 自動生成 SQL - このプロパティーは、「書き込み方式」(上記の「書き込み方
式」セクションを参照) として「IQ アップサート」または「ASE アップサー
ト」を選択した場合にのみ表示されます。以下の表で、このプロパティーのセ
ットアップ方法を説明します。
表 13. 自動生成 SQL プロパティーのオプション
オプション

アップサート SQL の
自動生成 = はい

アップサート SQL の
自動生成 = いいえ

削除のみ

このオプションを選択する
と、指定した表および列の詳
細に基づいて、自動的に
「DELETE」ステートメント
が生成されます。「アップサ
ート・モード」で「削除の
み」を選択すると、追加プロ
パティー「DELETE SQL」
がリストに表示されます。
「DELETE SQL」プロパテ
ィーで適切な値を選択する必
要があります。自動生成され
たステートメントを確認する
には、「Delete SQL」をクリ
ックします。プロパティー・
リストの右側にあるフィール
ドにステートメントが表示さ
れます。

このオプションを選択して、
ユーザー独自の「DELETE」
ステートメントを作成しま
す。「DELETE SQL」をク
リックして、プロパティー・
リストの右側にある
「DELETE SQL」フィール
ドにステートメントを入力し
ます。
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表 13. 自動生成 SQL プロパティーのオプション (続き)

42

削除してから挿入

このオプションを選択する
と、指定した表および列の詳
細に基づいて、自動的に
「DELETE」および
「INSERT」ステートメントが
生成されます。「アップサー
ト・モード」で「削除してか
ら挿入」を選択すると、2 つ
の追加プロパティー
「DELETE SQL」および
「INSERT SQL」がリストに
表示されます。この 2 つの
プロパティーに適切な値を選
択する必要があります。自動
生成されたステートメントを
確認するには、「DELETE
SQL」および「INSERT
SQL」をクリックします。プ
ロパティー・リストの右側の
それぞれのフィールドにステ
ートメントが表示されます。

このオプションを選択して、
ユーザー独自の「DELETE」
および「INSERT」ステートメ
ントを作成します。
「DELETE SQL」をクリッ
クして、プロパティー・リス
トの右側にある「DELETE
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。次に、
「INSERT SQL」をクリック
して、プロパティー・リスト
の右側にある「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。

挿入のみ

このオプションを選択する
と、指定した表および列の詳
細に基づき、自動的に
「INSERT」ステートメントが
生成されます。「アップサー
ト・モード」で「挿入のみ」
を選択すると、追加プロパテ
ィー「INSERT SQL」がリス
トに表示されます。このプロ
パティーに適切な値を選択す
る必要があります。プロパテ
ィー・リストの右側にあるフ
ィールドにステートメントが
表示されます。

このオプションを選択して、
ユーザー独自の「INSERT」ス
テートメントを作成します。
「Insert SQL」をクリックし
て、プロパティー・リストの
右側にある「INSERT SQL」
フィールドにステートメント
を入力します。

接続ガイド: Sybase データベース編

表 13. 自動生成 SQL プロパティーのオプション (続き)
挿入してから更新

このオプションを選択する
と、指定した表および列の詳
細に基づいて、自動的に
「INSERT」および
「UPDATE」ステートメント
が生成されます。「アップサ
ート・モード」で「挿入して
から更新」を選択すると、2
つの追加プロパティー
「INSERT SQL」および
「UPDATE SQL」がリスト
に表示されます。この 2 つ
のプロパティーに適切な値を
選択する必要があります。プ
ロパティー・リストの右側の
それぞれのフィールドにステ
ートメントが表示されます。

このオプションを選択して、
ユーザー独自の「INSERT」お
よび「UPDATE」ステートメ
ントを作成します。
「INSERT SQL」をクリック
して、プロパティー・リスト
の右側にある「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。次に、
「UPDATE SQL」をクリッ
クし、プロパティー・リスト
の右側にある「UPDATE
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。

更新のみ

このオプションを選択する
と、指定した表および列の詳
細に基づき、自動的に
「UPDATE」ステートメント
が生成されます。「UPDATE
SQL」プロパティーは、デフ
ォルトでリストに表示されま
す。このプロパティーに適切
な値を選択する必要がありま
す。プロパティー・リストの
右側にあるフィールドにステ
ートメントが表示されます。

このオプションを選択して、
ユーザー独自の「UPDATE」
ステートメントを作成しま
す。「Insert SQL」をクリッ
クして、プロパティー・リス
トの右側にある「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。

更新してから挿入

このオプションを選択する
と、指定した表および列の詳
細に基づいて、自動的に
「UPDATE」および
「INSERT」ステートメントが
生成されます。「アップサー
ト・モード」で「更新してか
ら挿入」を選択すると、2 つ
の追加プロパティー
「UPDATE SQL」および
「INSERT SQL」がリストに
表示されます。この 2 つの
プロパティーに適切な値を選
択する必要があります。プロ
パティー・リストの右側のそ
れぞれのフィールドにステー
トメントが表示されます。

このオプションを選択して、
ユーザー独自の「UPDATE」
および「INSERT」ステートメ
ントを作成します。
「UPDATE SQL」をクリッ
クして、プロパティー・リス
トの右側にある「UPDATE
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。次に、
「INSERT SQL」をクリック
して、プロパティー・リスト
の右側にある「INSERT
SQL」フィールドにステート
メントを入力します。

注: 「INSERT SQL」には、従属プロパティー「挿入配列サイズ」がありま
す。「挿入配列サイズ」に挿入ホスト配列のサイズを指定する必要がありま
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す。デフォルトのサイズは、1 レコードです。各「INSERT SQL」ステートメ
ントを個別に実行したい場合は、このプロパティーに「1」を指定します。
v 「接続」カテゴリーで、以下の値を指定します。
– ユーザー: ユーザー名を入力します。これは必須プロパティーです。
– パスワード: パスワードを入力します。これは必須プロパティーです。
– サーバー: すべての Sybase データベース接続に使用するサーバー名を指定し
ます。これは必須プロパティーです。
– データベース: データベース名を入力します。このプロパティーはオプション
です。指定しない場合は、デフォルトのデータベースに接続します。
以下のいずれかの方式で、上記を指定します。
– 方式 1: プロパティー・リストの右側に表示される対応したフィールドに値を
入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストから「新規...」をクリックして、表示される「ジョ
ブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター アドミニス
トレーターを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに対して、プロジェ
クト・レベルでパラメーターを作成することもできます。
v 「オプション」カテゴリーで、以下の項目の値を指定します。
– 列名を切り捨て - これは、「IQ 書き込み」または「ASE 書き込み」の「書き
込み方式」に対してのみ表示されます。「真」または「偽」を値として設定で
きます。フィールド名を Sybase で許容されるサイズに切り捨てる場合は、
「真」を選択します。フィールド名を切り捨てない場合は、「偽」を選択しま
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、「IQ 書き
込み」または「ASE 書き込み」の「書き込み方式」に対してのみ表示されま
す。これは、デフォルトで 1 バイトに設定されています。このプロパティー
に値を指定することにより、表に書き込まれる可変長ストリングのデフォル
ト・ストリング長を設定します。
設定可能な最大長は 2000 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。この場合、値を
2000 に設定すると、すべてのストリングに対して 2000 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、それ以上の値を割
り振らないようにしてください。NLS の場合、NLS 文字毎のバイト数は、最
大 2000 です。例えば、ユニコード・データベースで、1 つの日本語文字は 3
バイトを占有します。
– オープン・コマンド: このプロパティーを使用して、コマンドを単一引用符で
囲んで指定します。このコマンドは、表が開かれる前に、Sybase データベース
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によって構文解析され、全処理ノードに対して実行されます。コマンドを直接
入力することも、またはジョブ・パラメーターとしてこのプロパティーに値を
指定することもできます。
– クローズ・コマンド: このプロパティーを使用して、コマンドを単一引用符で
囲んで指定します。このコマンドは、ステージが表の処理が完了した後に、
Sybase 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ま
す。コマンドを直接入力することも、またはジョブ・パラメーターとしてこの
プロパティーに値を指定することもできます。
– CREATE ステートメント: このオプションは、「ターゲット」カテゴリー
で、「CREATE」または「REPLACE」の書き込みモードを選択した場合にの
み、Sybase ASE 書き込み操作に対して表示されます。このオプションを使用
して、作成または置換したい表を作成します。
– 切り捨て長: 列名を切り捨てる長さを入力します。
– 不一致のフィールドをドロップ: このプロパティーに、「真」または「偽」を
設定することができます。「真」に設定すると、既存の表の列に対応しないす
べての入力列が確認なしにドロップされます。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。デフォルト値は「偽」です。
– 行コミット間隔: 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
ドの数を指定します。
– リジェクト・レコードを出力: このプロパティーは、「IQ アップサート」、
「IQ 書き込み」、または「ASE 書き込み」の書き込み方式に対してのみ表示
されます。デフォルト値は「偽」です。「真」 に設定すると、リジェクトさ
れたレコードがリジェクト・リンクに送信されます。
– 最大リジェクト・レコード:「リジェクト・レコードを出力」オプションを
「真」に設定した場合、このオプションが表示されます。リジェクト・リンク
に送信する最大レコード数を指定できます。
– ID を使用: このプロパティーは、「書き込み方式」が「ASE 書き込み」に設
定されている場合に使用できます。「ID を使用」では、ID 列の値を制御しま
す。このプロパティーが「真」に設定されていると、ID 列の値は、サーバー
によって生成されます。このプロパティーが「偽」に設定されていると、値
は、入力データから挿入されます。
– バッチ・サイズ: このオプションを設定して、BCP ロードのトランザクショ
ン・サイズを指定します。このオプションは、「書き込み方式」が「ASE」に
設定されている場合にのみ使用できます。
– 固定幅: このオプションを設定して、行を固定幅の ASCII としてロードしま
す。このオプションは、「書き込み方式」が「IQ」に設定されている場合に使
用できます。このオプションは、ロード・オプションのパフォーマンスを向上
させます。
注: Sybase IQ は、パーティションをサポートしていません。したがって、「パーテ
ィション」タブを無視し、Sybase Enterprise ステージがデフォルト値をとるように
することができます。

「入力」ページの「列」タブ
「列」タブを使用して、入力データの列定義を指定します。
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「入力」ページの「高度」タブ
「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し
ます。

「出力」ページ
Sybase Enterprise ステージ・エディターは、Sybase データベースから読み取りを行
っている場合、または Sybase データベースでルックアップを実行している場合、
このページを含みます。「出力」ページを使用して、Sybase Enterprise ステージが
Sybase 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。Sybase
Enterprise ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。代わりに、参照出力
リンクを設定することもできます。Lookup ステージは、Sybase ルックアップ・テ
ーブルを参照する際に、この参照出力リンクを使用します。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。このリジェクト・リンクは、
入力リンクと組み合わせて使用されます。「出力名」リストを使用して、メインの
出力リンクまたはリジェクト・リンクの詳細を選択し、表示します。
「出力」ページには、次のタブがあります。
v 全般
v プロパティー
v 列
v 高度
以下のセクションで、これらのタブのそれぞれの使用方法を説明しています。

「出力」ページの「全般」タブ
「全般」タブを使用して、出力リンクの説明を指定できます。この機能はオプショ
ンです。

「出力」ページの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定します。指定するプロ
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。これらのプロパティーの多くには、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。
次の表は、プロパティーおよびその属性のクイック・リファレンス・リストです。
表の後に、各プロパティーの詳細について説明します。
表 14. ソース・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

ルックアップ・タイ
プ

v 通常

通常

はい

N/A

v スパース IQ
v スパース ASE
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読み取り DB タイプ

IQ/ASE

IQ

はい

N/A

読み取り方式

表/ユーザー定義 SQL

表

はい

N/A
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表 14. ソース・プロパティー (続き)
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

照会

ストリング

N/A

いいえ

N/A

表

ストリング

N/A

いいえ

N/A

選択リスト

ストリング

N/A

いいえ

表

条件

ストリング

N/A

いいえ

表

表 15. 接続プロパティー
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

ユーザー

ストリング

N/A

はい

N/A

パスワード

ストリング

N/A

はい

N/A

サーバー

ストリング

N/A

いいえ

N/A

データベース

ストリング

N/A

いいえ

N/A

表 16. オプション・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト

必須?

従属関係

オープン・コマンド

ストリング

いいえ

いいえ

N/A

クローズ・コマンド

ストリング

いいえ

いいえ

N/A

「フェッチ配列サイ
ズ」

数値

1

いいえ

N/A

固定幅

真/偽

偽

いいえ

N/A

出力リンクの Sybase Enterprise ステージ・プロパティーの設定
このタスクについて
このセクションでは、ステージ・プロパティーを適切にセットアップするために、
出力リンクの「プロパティー」タブで利用可能なフィールドおよびオプションの使
用方法を説明します。
v 「ソース」カテゴリーで、次の値を指定します。
– ルックアップ・タイプ: Sybase Enterprise ステージは、参照リンクを使用して
lookup ステージに接続されます。Sybase データベースで通常の、またはメモ
リー内ルックアップを実行できます。メモリー内ルックアップを行うには、
「ルックアップ・タイプ 」を「 通常」に設定します。「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。直接ルックアップを実行するには、「ルックアップ・タイプ 」を必
要に応じて「 スパース IQ」または「スパース ASE」に設定します。「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
照リンクを設定できます。
– 読み取り DB タイプ: データを読み取るデータベース・タイプの名前を選択し
ます。
注: リモートの Sybase IQ Server から表にアクセスする場合、ASE オプショ
ンを選択する必要があります。これは、リモートからの読み取りを使用可能に
するための簡単な予備手段です。また、リモートからの読み取りは、ローカル
での読み取りよりも低速となります。
– 読み取り方式: Sybase データベースで読み取り処理を実行する表または照会を
指定します。
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– 照会 - SQL 照会を指定して表を読み取る場合は、この読み取り方式を選択し
ます。照会は、表および表で実行したい処理を指定します。このステートメン
トには、結合およびビュー処理、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。照会が自動的に生成されるようにするのか、またはユーザー
自身で照会を定義するのかを指定する必要があります。ユーザーが定義した列
と表プロパティーで指定した表に基づいて、SQL 照会を自動的に IBM
InfoSphere DataStage に生成させるには、「自動生成 SQL」を選択します。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。ユ
ーザー定義または自動生成 SQL は、1 つのノードで順次に読み取られます。
現在、Sybase Enterprise ステージは、対応するユーザー定義照会の一部として
ifnull や case などの Sybase SQL ステートメントを含む複雑な照会をサポー
トしていません。しかし、このステージは、別の方法でこれらの照会をサポー
トすることができます。 必要なユーザー定義 SQL を持つビューの作成や、照
会オプションでビュー名を指定することができます (例:「select * from <view
name>」)。
– 表 - 読み取り方式として 表を選択した場合、ソース Sybase 表の名前を指定
する必要があります。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。
このオプションの値を選択するにあたって、以下の従属性を満たしている必要
があります。
– SELECT ステートメントで WHERE 節を使用して、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します。WHERE 節を指定しな
ければ、すべての行が読み取られます。
– 読み取りたい列を SELECT ステートメントで指定することができます。入力
表のレコード・スキーマに定義されている順序と同じ順序で、列をこのリスト
に指定する必要があります。
v 「接続」カテゴリーで、次のプロパティーを設定します。
– ユーザー: ユーザー名を入力します。このプロパティーは必須です。
– パスワード: パスワードを入力します。このプロパティーは必須です。
– サーバー: すべての Sybase データベース接続に使用するサーバー名を指定し
ます。このプロパティーは必須です。
– データベース: データベースを入力します。このプロパティーはオプションで
す。指定しない場合は、デフォルトのデータベースに接続します。
以下のいずれかの方式で、上記を指定します。
– 方式 1: プロパティー・リストの右側に表示される対応したフィールドに値を
入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストから「新規...」をクリックして、表示される「ジョ
ブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
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InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター アドミニストレ
ーターを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに対して、プロジェク
ト・レベルでパラメーターを作成することもできます。
v 「オプション」カテゴリーで、次のプロパティーを設定します。
– クローズ・コマンド: ステージが Sybase 表の処理を完了したあとに Sybase
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
ドを指定します。値を直接入力する、またはジョブ・パラメーターとしてその
値を挿入することができます。
– オープン・コマンド: Sybase 表が開かれる前に Sybase 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。値を直接入力する、またはジョブ・パラメーターとしてその
値を挿入することができます。
– バッチ・サイズ: このオプションを設定して、BCP ロードのトランザクショ
ン・サイズを指定します。このオプションは、「書き込み方式」が「ASE」に
設定されている場合にのみ使用できます。
– フェッチ配列サイズ: 各フェッチ処理で取得される行数を指定します。デフォ
ルト値は 1 です。
– 固定幅: このオプションを設定して、行を固定幅の ASCII として抽出します。
このオプションは、「読み取り DB タイプ」が「IQ」に設定されている場合に
使用できます。

「出力」ページの「列」タブ
「列」タブを使用して、処理中のデータの列定義を指定します。

「出力」ページの「高度」タブ
「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し
ます。
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第 6 章 Sybase データベースへのアクセス
Sybase Enterprise ステージが機能するには、サーバー・サイドで Sybase Open
Client ソフトウェアをインストールする必要があります。構成の詳細は次のとおり
です。
v ユーザー定義環境変数 SYBASE を作成し、これを Sybase ホーム・ディレクトリ
ーを指定する $SYBASE パスに設定します (例えば、export SYBASE=/disk3/
Sybase)。
v ユーザー定義環境変数 SYBASE_OCS を作成し、これを Sybase Open Client ソ
フトウェアのインストール・ディレクトリーに設定します (例えば、export
SYBASE_OCS=OCS-12_5)。
v インターフェース・ファイル: データベース・サーバーについての詳細 (データベ
ース名、ホスト・マシン名または IP アドレス、およびポート番号) を $SYBASE
ディレクトリーにあるインターフェース・ファイルに追加します。
v PATH に SYBASE/bin を追加し、LIBPATH、LD_LIBRARY_PATH、または
SHLIB_PATH に SYBASE/lib を追加します。
v 有効な Sybase ユーザー名と対応するパスワード、サーバー名、およびデータベ
ースを使用して、Sybase へのログイン特権を取得します。これらは、アクセスに
使用する前に Sybase で承認される必要があります。
注: PATH 内では、$SYBASE/$SYBASE_OCS/bin が最初に表示される必要があり
ます。これにより、ユーザーが「isql」コマンドを実行するときは必ず
$SYBASE/$SYBASE_OCS/bin/isql が実行されます。
以下は、NLS を使用して Sybase データベースにアクセスするための手順です。
1. データベースを作成し、このデータベースをテストする言語を構成します (例え
ば、日本語 (shift_jis) データベースに対しては、データベース <<database
path>> COLLATION 932JPN を作成します)。
2. 特定言語、例えば日本語 (shift_jis) で IBM InfoSphere DataStage Server をイン
ストールします。他言語を選択するオプションは利用できないため、既存の
InfoSphere DataStage Server のアップグレードは機能しません。既存のサーバー
をアンインストールして、希望する言語で再インストールする必要があります。
3. InfoSphere DataStage クライアントを介してテストするマシンのオペレーティン
グ・システムで、テストしたい言語がデフォルト設定になっていることを確認し
てください。デスクトップの「スタート」メニューから「コントロール パネ
ル」 > 「地域設定」オプションを選択して、適切な言語を選択してください。
また、キーボード入力をテストしたい言語に設定する必要があります。
4. InfoSphere DataStage クライアントの設定に関しては、Sybase Enterprise ステー
ジの「NLS」タブを使用して、テストしたい言語を選択してください。例えば、
ご使用のオペレーティング・システムで日本語がデフォルトの言語の場合、
InfoSphere DataStage クライアントのプロジェクト・デフォルトは、Shift_JIS に
なります。実行するすべてのジョブに対して言語を選択する必要はありません。
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Sybase データベースへのアクセスに必要な権限
以下の表に、Sybase ASE および Sybase IQ データベースによってホストされてい
る表で処理を実行する際に必要となる権限をリストします。
表 17. Sybase データベースへのアクセスに必要な権限
オペレー
ション

オプション

Syspartition
(Sybase ASE
のみ)

sysobjects

表の
SELECT 特
権

表の
INSERT
特権

表の
削除

表の
作成

書き込み

作成/置換

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

書き込み

追加

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

書き込み

切り捨て

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

読み取り

すべて

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

アップサ
ート

更新/挿入

更新操作に関しては、更新したい表に対して UPDATE 特権を持っている必要がありま
す。挿入操作に関しては、レコードを挿入したい表に対して INSERT 特権を持っている
必要があります。

ルックア
ップ

すべて

いいえ
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はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
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IBM InfoSphere DataStage は、いくつかのデフォルトが用意されています。従っ
て、ジョブに Sybase Enterprise ステージを容易に含むことができます。このセクシ
ョンでは、Sybase Enterprise ステージの機能を使用可能にするために必要な最小限
の手順を説明します。これらの手順は、Sybase Enterprise ステージを使用する目的
により異なります。以下の手順を実行する前に、「読み取り」、「書き込み」、お
よび「ロード」など、実行したい操作に対して列メタデータが指定されていること
を必ず確認してください。

Sybase Open Client の使用
Sybase Enterprise Edition ステージ・ライブラリーは、OSC 12.5 に対してコンパイ
ルされます。ライブラリーをロードして OSC 15.0 で適切に処理されるようにする
には、$SYBASE/OCS-15_0/scripts ディレクトリー内のスクリプト lnsyblibs.sh を実
行します。
スクリプトは、Microsoft Windows の場合は copylibs.bat で、UNIX の場合は
lnsyblibs です。Sybase ASE 15.0 クライアントから Sybase ASE 15.0 Server に接続
する前に、スクリプトを実行します。スクリプトの実行方法の説明は、Sybase Web
サイトの「New Features Open Server 15.0 and SDK 15.0 for Windows, Linux, and
UNIX」文書にあります。

Sybase データベースの更新
このタスクについて
Sybase データベースを更新するには、Sybase Enterprise ステージのプロパティーを
適切にセットアップする必要があります。「ターゲット」、「接続」、および「オ
プション」プロパティーのサブプロパティーに適切な値を設定しなければなりませ
ん。
ステージのプロパティーを設定するには、「Sybase Enterprise」アイコンをダブル
クリックします。デフォルトでは、「プロパティー」タブにフィールドおよびプロ
パティーが表示されます。
1. 「ターゲット」カテゴリーで、更新方式を次のように指定します。
v 「書き込み方式」として、「IQ アップサート」または「ASE アップサート」
を選択します。
v データの書き込み先となる表を指定します。
v IBM InfoSphere DataStage が自動生成したステートメントを使用する場合に
は、「アップサート SQL の自動生成」オプションで、はいを選択します。ユ
ーザー独自の SQL ステートメントを指定する場合は、「いいえ」を選択しま
す。「いいえ」を選択した場合、その後に「アップサート・モード」の選択に
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従って、使用する「SQL の挿入/更新/削除」ステートメントを指定する必要が
あります。「はい」を選択した場合、必要に応じて自動生成ステートメントを
修正することができます。
v 「アップサート・モード」を選択します。データを挿入/更新/削除/挿入してか
ら、更新/更新を行い、さらに挿入/削除してから挿入するかどうか指定しま
す。
2. 「接続」カテゴリーで、サーバーの接続詳細、ユーザーおよびパスワードを指定
します。ジョブ・パラメーターのポップアップ・リストを使用して値を直接入力
する、または値を挿入することができます。新規のジョブ・パラメーターを作成
する場合、そのパラメーターの環境変数を新たに作成する必要があります。ジョ
ブ・レベルまたはプロジェクト・レベルでパラメーターを作成することができま
す。デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、Sybase のデフォルト・データベ
ースに接続します。しかし必要に応じて、異なるデータベースを指定することが
できます。
3. 「オプション」カテゴリーで次の操作を行います。
v リジェクト・レコードを出力:「IQ アップサート」、「IQ 書き込み」または
「ASE 書き込み」の「書き込み方式」に対してのみ表示されます。デフォル
トでは「偽」に設定されています。「真」に設定すると、リジェクトされたレ
コードがリジェクト・リンクに送信されます。

Sybase データベースのロード
このタスクについて
Sybase データベースをロードするには、Sybase Enterprise ステージのプロパティー
を適切にセットアップする必要があります。「ターゲット」、「接続」、および
「オプション」プロパティーのサブプロパティーに適切な値を設定しなければなり
ません。以下の図形は、Sybase データベースのロードを行うためにデザインされた
サンプルのジョブです。
ステージのプロパティーを設定するには、「Sybase Enterprise」アイコンをダブル
クリックします。デフォルトでは、「プロパティー」タブにフィールドおよびプロ
パティーが表示されます。
1. 「ターゲット」カテゴリーで次の操作を行います。
v 「ASE 書き込み」または「IQ 書き込み」の「書き込み方式」を指定します。
「ASE 書き込み」は、表にデータをロードするために bcp を使用します。
bcp は、高速または低速モードで実行できます。書き込みを行う表に索引のト
リガーが定義されている場合、bcp は自動的に低速モードで実行され、特定の
データベース・プロパティーを設定する必要はありません。定義されていない
場合は、bcp は高速モードで実行されます。しかし、データベース・プロパテ
ィー「Select into/bulkcopy」を「真」に設定していない場合、bcp を高速モー
ドで実行することはできません。このプロパティーを設定するには、iSQL ユ
ーティリティーを使用してシステム管理者としてログインし、次のコマンドを
実行します。
use master go
sp_dboption <database name>, "select into/bulkcopy", true
go
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use <database name>
go
checkpoint
go

v 書き込み先となる表を指定します。
v 「書き込みモード」を指定します。デフォルトで、IBM InfoSphere DataStage
は既存の表に追加を行います。新規表の作成、既存表の置換、または既存表の
詳細を保持しながらすべての行を置換も選択することができます。
2. 「接続」カテゴリーで、サーバーの接続詳細、ユーザーおよびパスワードを指定
します。ジョブ・パラメーターのポップアップ・リストを使用して値を直接入力
する、または値を挿入することができます。新規のジョブ・パラメーターを作成
する場合、そのパラメーターの環境変数を新たに作成する必要があります。ジョ
ブ・レベルまたはプロジェクト・レベルでパラメーターを作成することができま
す。デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、Sybase のデフォルト・データベ
ースに接続します。しかし必要に応じて、異なるデータベースを指定することが
できます。
3. 「オプション」カテゴリーで、次のプロパティーを指定します。
v 列名を切り捨て: これは、「IQ 書き込み」または「ASE 書き込み」の「書き
込み方式」に対してのみ表示されます。「真」または「偽」を値として設定で
きます。フィールド名を Sybase で許容されるサイズに切り捨てる場合は、
「真」に設定します。フィールド名を切り捨てない場合は、「偽」に設定しま
す。
v デフォルト・ストリング長: これは任意指定のプロパティーで、「IQ 書き込
み」または「ASE 書き込み」の「書き込み方式」に対してのみ表示されま
す。これは、デフォルトで 1 バイトに設定されています。このプロパティー
では、表に書き込まれる可変長ストリングのデフォルト・ストリング長を設定
します。 設定可能な最大長は 2000 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。この場
合、値を 2000 に設定すると、すべてのストリングに対して 2000 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、それ以上
の値を割り振らないようにしてください。NLS の場合、NLS 文字毎のバイト
数は、最大 2000 です。例えば、ユニコード・データベースで、1 つの日本語
文字は 3 バイトを占有します。
v オープン・コマンド: 表が開かれる前に Sybase 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、単一引用符で囲んでこ
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。
v クローズ・コマンド: ステージが表の処理を完了した後に Sybase 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
プロパティーに単一引用符で囲んで指定します。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。
v CREATE ステートメント: このオプションは、Sybase ASE 書き込み操作に
対してのみ表示されます。「CREATE ステートメント」プロパティーは、
「ターゲット」カテゴリーで、CREATE または REPLACE の書き込みモード
を選択した場合にのみ表示されます。このオプションを使用して、作成または
置換したい表を作成します。
v 切り捨て長: 列名を切り捨てる長さを入力します。
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v 不一致のフィールドをドロップ:「真」または「偽」の 2 つの値のうち 1 つ
を設定できます。「真」に設定すると、既存の表の列に対応しないすべての入
力列が確認なしにドロップされます。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。デフォルト値は「偽」です。
v 行コミット間隔: 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
ドの数を指定します。「挿入配列サイズ」が 1 に設定されている、または
「行コミット間隔」が「挿入配列サイズ」に設定されている場合のみ、このオ
プションが考慮されます。
v リジェクト・レコードを出力:「IQ アップサート」、「IQ 書き込み」、また
は「ASE 書き込み」の「書き込み方式」に対してのみ表示されます。デフォ
ルトでは「偽」に設定されています。「真」に設定すると、リジェクトされた
レコードがリジェクト・リンクに送信されます。リジェクト・リンクに不良レ
コードを送信するには、環境変数
APT_IMPEXP_ALLOW_ZERO_LENGTH_FIXED_NULL を設定する必要があり
ます。
v 最大リジェクト・レコード: このプロパティーは、Sybase ASE 書き込み操作
に対してのみ表示されます。「最大リジェクト・レコード」プロパティーは、
「リジェクト・レコードを出力」プロパティーを「真」に設定している場合の
み、表示されます。リジェクト・リンクに送信する最大レコード数を指定でき
ます。

Sybase データベースの読み取り
このタスクについて
Sybase データベースを読み取るには、Sybase Enterprise ステージのプロパティーを
適切にセットアップする必要があります。「ソース」、「接続」、および「オプシ
ョン」プロパティーのサブプロパティーに適切な値を設定しなければなりません。
以下の図形は、Sybase データベースを読み取るためにデザインされたサンプルのジ
ョブです。
ステージのプロパティーを設定するには、「Sybase Enterprise」アイコンをダブル
クリックします。デフォルトでは、「プロパティー」タブにフィールドおよびプロ
パティーが表示されます。
v 「ソース」カテゴリーで次の操作を行います。
– 「IQ」または「ASE」として、「読み取り DB タイプ」を選択します。この
プロパティーのデフォルト値は「IQ」です。
– 「読み取り方式」を選択します。このプロパティーは、デフォルトで「表」に
設定されています。「自動生成 SQL」または「ユーザー定義 SQL」も選択す
ることができます。「読み取り」処理は、単一ノードで順次に実行されます。
「読み取り方式」として「ユーザー定義 SQL」を選択した場合、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定する必要があります。ユーザー独自の
SQL ステートメントを定義するには、自動生成される SQL ステートメントを
編集する必要があります。
注: Sybase ASE および Sybase IQ の読み取り処理は、ユーザーが生成した
SQL ステートメントでの trim および isnull などの関数の使用はサポートされ
ていません。しかし、それでも読み取り処理に対する独自の SQL ステートメ
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ントを指定することができます。これを行うには、使用したい SQL ステート
メントを持つ一時的なビューを作成し、そのビューから SELECT 処理を実行
してください。「<ユーザー作成 SQL ステートメント>」としてビュー「<一時
的ビュー名 >」を作成します。それから、次のようにユーザー作成 SQL ステ
ートメントを指定します。「select * from <一時的ビュー名>」
– 読み取る表を指定します。
v 「接続」カテゴリーで、サーバーの接続詳細、ユーザーおよびパスワードを指定
します。ジョブ・パラメーターのポップアップ・リストを使用して値を直接入力
する、または値を挿入することができます。新規のジョブ・パラメーターを作成
する場合、そのパラメーターの環境変数を新たに作成する必要があります。ジョ
ブ・レベルまたはプロジェクト・レベルでパラメーターを作成することができま
す。デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage は、Sybase のデフォルト・デー
タベースに接続します。しかし必要に応じて、異なるデータベースを指定するこ
とができます。

リモート Sybase IQ Server の読み取り
このタスクについて
Sybase Enterprise ステージは、リモート Sybase IQ Server 上での処理をサポートし
ていませんが、リモート Sybase ASE Server での処理はサポートしています。しか
しながら、ASE の「読み取り DB タイプ」を使用してリモート Sybase IQ Server
からデータを読み取ることができます。
リモート Sybase IQ Server からデータを読み取るには、以下の項目を実行してく
ださい。
v 「ソース」カテゴリーで次の操作を行います。
– 「ASE」として「読み取り DB タイプ」を選択します。
– 「読み取り方式」を選択します。デフォルトは「表」ですが、自動生成された
SQL またはユーザーの生成した SQL を使った読み取りも選択できます。読み
取りは、単一ノードで順次に実行されます。
– 読み取る表を指定します。
– 「読み取り方式」にユーザー作成の SQL を使用する場合には、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。InfoSphere DataStage により、編
集可能な自動生成ステートメントが提供されます。
v 「接続」カテゴリーで、読み取る Sybase IQ Server の名前、および Sybase IQ
Server にアクセスするためのユーザー名とパスワードを指定します。
v 「オプション」カテゴリーで、以下のオプションの値を指定します。
– オープン・コマンド: 表が開かれる前に Sybase 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、単一引用符で囲んでこ
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。
– クローズ・コマンド: ステージが表の処理を完了した後に Sybase 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
プロパティーに単一引用符で囲んで指定します。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。読み取りに列メタデータを必ず指定しま
す。
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Sybase データベースに対するルックアップの実行
Sybase データベースに対して、2 種類の「ルックアップ」を実行できます。
v 直接ルックアップ
v メモリー内ルックアップ
Sybase Enterprise ステージ・プロパティーのダイアログで、ルックアップ・タイプ
から適切なタイプを選択します。以下のセクションでは、これらの「ルックアッ
プ」操作について説明します。

Sybase データベース表に対する直接ルックアップの実行
このタスクについて
Sybase データベースに対して直接ルックアップを実行するには、Sybase Enterprise
ステージのプロパティーを適切にセットアップする必要があります。Sybase データ
ベースに対して直接ルックアップを実行するには、まず初めに Sybase Enterprise ス
テージに接続してからステージのプロパティーを設定しなければなりません。以下
の手順に従ってください。
v 参照リンクを使用して、Sybase Enterprise ステージを Lookup ステージに接続し
ます。
「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「スパース IQ」または「スパース ASE」に設定
します。
– 「IQ」または「ASE」として、「読み取り DB タイプ」を選択します。この
プロパティーのデフォルト値は「IQ」です。
– 「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)
ですが、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。
– ルックアップ用に読み取る表を指定します。
– 「読み取り方式」にユーザー作成の SQL を使用する場合には、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。IBM InfoSphere DataStage は、
ベース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。
v 「接続」カテゴリーで、サーバーの接続詳細、ユーザーおよびパスワードを指定
できます。または、値をハードコーディングしたくない場合、「ジョブ・パラメ
ーター」表から、あるいはジョブ・レベルまたはプロジェクト・レベルのどちら
かで環境変数を作成することで、その値を挿入できます。デフォルトでは、
InfoSphere DataStage は、Sybase のデフォルト・データベースに接続します。し
かし必要に応じて、異なるデータベースを指定することができます。
v 「オプション」カテゴリーで、以下のオプションの値を指定します。
– オープン・コマンド: 表が開かれる前に Sybase 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、単一引用符で囲んでこ
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。
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– クローズ・コマンド: ステージが表の処理を完了した後に Sybase 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
プロパティーに単一引用符で囲んで指定します。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。

Sybase データベース表に対するメモリー内ルックアップの実行
このタスクについて
これは、デフォルトの「ルックアップ」方式です。Sybase データに対してメモリー
内ルックアップを実行するには、「ルックアップ・タイプ」を「通常」に設定する
ことを除き、前のセクションのすべての手順を行う必要があります。
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第 8 章 Sybase IQ12 Load ステージ
このトピックでは、Sybase IQ12 Load ステージについて以下を説明します。
v 『Sybase IQ12 Load ステージの機能』
v

62 ページの『用語』

v

63 ページの『索引セット』

v

65 ページの『ディスク・オーバーフローの処理』

v

65 ページの『ステージおよびリンク・プロパティー』

Sybase IQ12 Load ステージの機能
Sybase IQ12 Load ステージには次の機能があります。
v 入力リンクからデータの入った索引をロードする、Sybase IQ バージョン 12 コ
マンドの作成と自動実行 (自動実行はオプション)。
v 索引の代わりに表を使用する、SQL 標準に従った新しい Sybase IQ12 コマン
ド。古い Sybase IQ コマンドは、サポートされなくなりました。
v 索引セットをロードする 2 つの方式。手動ロードと、Open Client/Open Server
(OCOS) または Open Database Connectivity (ODBC) を使用した自動ロード。
v データのロードに特定の順番を要求しない、結合索引セットの簡易ロード。
SYNCHRONIZE コマンドを使用して、バッチ・ファイルではなく結合索引を作成
できます。
v カタログ・サーバーを必要としないか、あるいは SQL Server を直接使用するこ
とを必要としない、スタンドアロン・データベースとしてのサーバーをサポー
ト。これによって、高度な索引付けと照会の最適化が得られます。
v 照会実行中に表をロードできる。
v 最初のデータ・ファイルが物理ディスク・スペースを使い果たした場合、オーバ
ーフロー・データ・ファイルを自動生成。
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。
v 挿入処理の前処理と後処理で実行される Sybase IQ12 コマンドを指定し、診断ま
たは確認出力を IBM InfoSphere DataStage ログに送ることができる。
v 区切り文字で区切られた ASCII フォーマットのデータ・ファイルの生成。
v NLS (各国語サポート) のサポート。
次の機能はサポートされません。
v 索引セット自身の削除と再作成。
v データベース・ロード・ユーティリティーでサポートされているほかの処理モー
ド。例えば、既存の行だけの更新など。
v Sybase IQ サーバーが、InfoSphere DataStage ジョブのマシンとは別のマシンにあ
る場合の、ロード・コマンドの自動実行。
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v ステージ・インスタンスは、索引セットのさまざまな表の列が正しい順序でロー
ドされることを保証していないので、結合索引セットのロードは、ジョブ後処理
サブルーチンを使用してのみ実行できます。(ジョブ・コンパイラーは、与えられ
たステージ・インスタンスを通じてプロセス境界を引く可能性があるため、ステ
ージに接続されているすべてのリンクの状況を知っているプロセス・アドレス・
スペースは存在しません。)
v 名前付きパイプを使用したデータのロード。
v バージョン 12 より前の Sybase IQ のロードに対するサポート。
v メタデータのインポート。

用語
次の 2 つのセクションでは、本書で使用されている Sybase IQ12 および Sybase
IQ12 Load ステージの用語を説明します。

Sybase IQ12 の用語
次の表に、この文書で使用する Sybase IQ12 の用語をリストします。
表 18. Sybase IQ12 の用語
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用語

説明

DELETE

表から行を削除するのに使用される Sybase IQ12 コマンド。

索引

索引セットの単一列。

索引セット

Sybase IQ12 の索引セットは、表に相当します。Sybase SQL Server
データベース、外部データベース、またはフラット・ファイルから
来る可能性のあるデータ列の、名前およびタイプが付いた索引の集
合。Sybase IQ12 Load ステージは、データを索引セットにロード
します。Sybase IQ12 は SQL Server を使用して索引セットの情報
をカタログするため、すべての索引セット定義は Sybase SQL
Server 表定義と結び付けられます。

索引スペース

索引セットを含む Sybase IQ12 エンティティー。索引スペース
は、ディスクおよび他のリソースを所有し、管理用のハンドルを提
供します。

IQ Server

Sybase IQ12 を使用するために接続するサーバー・エンジン。 IQ
Server インスタンスは、1 つ以上の索引スペースを知る方法を提供
します。

結合索引セット

2 つ以上の表の間のリレーショナル結合を可能にするために作成さ
れる索引のセット。

LOAD TABLE

データを表にロードするのに使用される Sybase IQ12 コマンド。

SYNCHRONIZE

結合索引を同期するのに使用される Sybase IQ12 コマンド。

接続ガイド: Sybase データベース編

Sybase IQ12 Load の用語
次の表に、この文書で使用する Sybase IQ12 Load の用語をリストします。
表 19. Sybase IQ12 の用語
用語

説明

Load ステージ

パッシブ・ステージのこと。IBM InfoSphere DataStage ジョブでの
このステージの役割は、表データのストリームを取り込んでターゲ
ット・データベースの表にロードすることです。

データ・ファイル

ロードされる入力リンクからの行と列のデータから構成される
ASCII ファイル。Sybase IQ12 Load ステージは、このファイルを
縦棒 (|) で区切られた非 CHARACTER 列で生成します。「CHAR
区切り文字」で、CHARACTER 列を分けるのに使用される文字を
指定します。「CHAR 区切り文字」に値が入っていない場合、
CHARACTER 列は固定長フォーマットで書き込まれます。

SQL ファイル

索引セットをロードまたは再ロードする Sybase IQ12 コマンドの
制御ファイル。InfoSphere DataStage ジョブは、Sybase IQ12 Load
ステージの各インスタンスへの各入力リンクに 1 つの SQL ファ
イルを作成します。制御ファイルは、そのファイルを Sybase
dbisql ユーティリティーにパイピングして実行できます。

ステージ・インスタン
ス

あるタイプの個別ステージで、ジョブ・デザインでアイコンとして
表示されます。

索引セット
次の 2 つのセクションでは、ロード索引セットおよび結合索引セットを説明しま
す。

索引セットのロード
Sybase IQ12 Load は、「ロード方式」プロパティーを使用した次の 2 つの方式を
サポートしており、どちらかの方式を使用して入力リンクからのデータを Sybase
IQ12 索引セットにロードします。
v 手動ロード
v 自動ロード

手動ロード
Sybase IQ12 Load ステージ・インスタンスは、各入力リンクに ASCII データ・フ
ァイルと SQL 制御ファイルを作成しますが、データを Sybase IQ12 にロードしま
せん。制御ファイルを Sybase dbisql ユーティリティーにリダイレクトすれば、あと
でデータをロードできます。この手動ロードがデフォルトです。

自動ロード
データを自動的にロードする方式は次のとおりです。
v OCOS
v ODBC
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自動ロードは、手動ロードと同じように動作します。入力リンクに到着した行は、
手動ロードと同じようにデータ・ファイルに書き込まれます。リンクがデータの最
後に到達すると、適切な DELETE および LOAD TABLE コマンドが作成され、IQ
Server 12 への Sybase Client-Library 接続を使用して実行されます。実行されるコマ
ンドは、アクティビティーの記録のために、SQL ファイルにも書き込まれます。
「OCOS」。OCOS を使用した自動ロードは、IBM InfoSphere DataStage Server と
IQ Server12 が同じマシン上にある場合に動作します。また、次のことに該当する場
合も動作します。
v 2 つのサーバーが、ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) で接続されている
別個のマシン上にある。
v Open Client が、InfoSphere DataStage Server をホスティングしているマシンにイ
ンストールされている。
v 両方のマシンが、出力ファイルについて共通ディレクトリーを共有している。
「ODBC」。ODBC を使用した自動ロードは、InfoSphere DataStage Server と IQ
Server 12 が同じマシン上にある場合に動作します。また、次のことに該当する場合
も動作します。
v 2 つのサーバーが、LAN 上の別個のマシン上にある。
v IQ Server 12 クライアントが、InfoSphere DataStage Server をホスティングして
いるマシンにインストールされている。
v 両方のマシンが、出力ファイルについて共通ディレクトリーを共有している。
オーバーフロー・ディレクトリーについて詳しくは、 65 ページの『ディスク・オー
バーフローの処理』を参照してください。

結合索引セットのロード
結合索引セットのロードが簡単になりました。各結合索引セットのデータを特定の
順序でロードする必要はなくなったため、結合索引セットを自動的にロードできま
す。ジョブの終了後には、明示的に SYNCHRONIZE コマンドを実行する必要があ
ります。そのためには、「挿入後コマンド」プロパティーまたは ExecDOS を使用
できます。
結合索引セットの各表のデータは、結合索引を最新のものにし、照会で使用できる
ようにするため、同期させなければなりません。
ステージ・インスタンスへの入力リンクが同じプロセスで実行されるとは限らない
ので、Sybase IQ12 Load ステージでの結合索引のサポートは複雑です。ジョブの全
般的なデザインに応じて、IBM InfoSphere DataStage ジョブ・コンパイラーは、
Sybase IQ12 Load ステージ・インスタンスを通してプロセス境界を引くことがあり
ます。これによって、ジョブが実行されているときに、最後のリンクがいつ閉じた
のか知ることができなくなります。その結果、結合索引でのデータの実際の同期
は、ジョブ自身の外で行わなければなりません。ExecDOS ジョブ後処理サブルーチ
ンとして SYNCHRONIZE コマンドを実行し、結合索引をロードして同期させるこ
とができます。
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結合索引セットのロードと同期化
このタスクについて
結合索引セットをロードし、同期化するには、次のようにします。

手順
1. InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント GUI で、ジョブを開きます。
2. 「編集」>「ジョブ・プロパティー」を選択して、「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログ・ボックスを表示します。ここから、ジョブ・パラメーターを構成でき
ます。
3. 「全般」ページで、「ジョブ後処理サブルーチン」リストから「ExecDOS」を選
択します。
4. 適切な表に SYNCHRONIZE を実行するために、「入力値」フィールドに次のコ
マンドを入力します。
dbisql -q -c Userid=dba; Password=sql;ServerName=asiqdemo;DatabaseName=asiqdemo;
SYNCHRONIZE JOIN INDEX emp_dept_join1, emp_dept_join2

タスクの結果
同期はジョブ自身の外で行われなければならないので、結合索引の実際のロード
は、何らかのロード方式を使用して行わなければなりません。各結合索引のデータ
を特定の順番でロードする必要はなくなったので、自動ロードを使用して、結合索
引をロードできます。ジョブの終了後に明示的に SYNCHRONIZE コマンドを実行
しなければなりません。

ディスク・オーバーフローの処理
Sybase IQ12 Load ステージは、数ギガバイトの範囲のロード処理に対処できなけれ
ばなりません。この巨大データ・セットによって、データ・ファイルを受け取るデ
ィスク・ドライブまたはパーティションの空きスペースが使い果たされることがあ
ります。
この問題に対処するため、「出力パス」プロパティーの値として、セミコロンで区
切ったディレクトリー・パスのリストを使用できます。ジョブ実行中にステージに
空きディスク・スペースがなくなり、行をデータ・ファイルに書き込めない場合、
リストの 2 番目のディレクトリーにオーバーフロー・データ・ファイルが開かれ、
処理が続行します。このようにして、データを複数のディスク・ドライブまたはパ
ーティションに分散させることができます。
データをロードする LOAD TABLE コマンドの FROM 節に、オーバーフロー・フ
ァイルのパス名を追加します。

ステージおよびリンク・プロパティー
Sybase IQ12 Load ステージは、InfoSphere DataStage デザイナーで表示されるステ
ージおよびリンク・プロパティーをサポートします。ステージのグリッド・スタイ
ル・エディターのプロパティーに値を指定する必要があります。
次の 2 つのセクションにある表には、以下の列見出しを含みます。
第 8 章 Sybase IQ12 Load ステージ
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v 「プロンプト」は、ステージ・エディターのユーザー・インターフェースに表示
されるテキストです。
v 「タイプ」は、プロパティーのデータ・タイプです。
v 「デフォルト」は、値の指定がなかった場合に使用される値です。
v 「説明」では、プロパティーについての詳細です。

ステージ・プロパティー
このタブを使用して、接続詳細を指定します。
Sybase IQ12 Load ステージは、次のステージ・プロパティーをサポートします。ス
テージ・プロパティーのリストは、ジョブをデザインするときの論理的な順になっ
ています。
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表 20. 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

ロード方式

リスト

手動

データが Sybase
IQ12 表にロードされ
る方式。有効な方式
は次のとおりです。
v 「手動」。dbisql
を使用して手動で
ロードしなければ
ならない SQL ファ
イルとデータ・フ
ァイルを作成しま
す。
v 「OCOS による自
動ロード」。Open
Client/Open Server
を使用してデータ
を自動的にロード
します。
v 「ODBC による自
動ロード」。ODBC
を使用してデータ
を自動的にロード
します。
自動ロードは、Sybase
IQ12 Load ステージ
に対し、IQ サーバー
に接続し、データの
最後の行が対応する
データ・ファイルに
書き込まれたら SQL
ファイルのコマンド
を実行するよう指示
します。このオプシ
ョンが結合索引に使
用される場合、明示
的に SYNCHRONIZE
コマンドを実行し
て、結合索引を更新
しなければなりませ
ん。(「手動」/
「OCOS による自動
ロード」/「ODBC に
よる自動ロード」)
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表 20. ステージ・プロパティー (続き)
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

IQ サーバー名/デー
タ・ソース名

ストリング

なし

IQ クライアント・プ
ログラムに定義され
ているとおりの IQ12
サーバーまたは
ODBC データ・ソー
スの名前。Windows
プラットフォームで
は、OCOS を使用し
た自動ロードは、
sql.ini に定義されて
いる IQ12 サーバー
の名前を使用しま
す。UNIX プラット
フォームでは、OCOS
を使用した自動ロー
ドは、
$sybase/interfaces に
定義されている IQ12
サーバーの名前を使
用します。 ODBC を
使用した自動ロード
は、ODBC データベ
ースの名前を使用し
ます。自動ロードで
は必須。

IQ データベース名

ストリング

なし

ターゲット Sybase
IQ12 データベースの
名前。この名前は、
接続要求への引数と
して現れます。自動
ロードでは必須。

IQ ユーザー ID

ストリング

なし

ロードを実行するた
めに IQ12 サーバー
に接続するときに使
用される Sybase
IQ12 ユーザー名。自
動ロードでは必須。

IQ パスワード

ストリング

なし

ロードを実行するた
めに IQ12 サーバー
に接続するときに使
用される Sybase
IQ12 パスワード。自
動ロードでは必須。

接続ガイド: Sybase データベース編

表 20. 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

出力パス

ストリング

C:¥temp

Sybase IQ12 Load ス
テージが SQL ファ
イルとデータ・ファ
イルを作成するディ
レクトリー。SQL フ
ァイルは、IQ12 コマ
ンドのリストです。
データ・ファイル
は、入力リンクから
のデータの ASCII フ
ァイルです。

リンク・プロパティー
「プロパティー」タブで、ロード処理を指定します。
Sybase IQ12 Load ステージは、次の入力リンク・プロパティーをサポートします。
これは、Sybase 表にデータをロードするときに使用します。プロパティーのリスト
は、ジョブをデザインするときの論理的な順になっています。
表 21. リンク・プロパティー
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

表名

ストリング

なし

このリンクからのデ
ータがロードされる
ターゲット Sybase
IQ12 表の名前。この
名前は、LOAD
TABLE コマンドの引
数です。必須。
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表 21. リンク・プロパティー (続き)
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

SQL ファイル名

ストリング

Tablename.sql

データベースのロー
ド時に実行される削
除および挿入のコマ
ンドを含んだ SQL
ファイル (Sybase
IQ12 Load ステージ
によって作成され
る)。このファイル
は、たとえ IQ12 コ
マンドが OCOS また
は ODBC を使用して
実行されるとして
も、参考のために必
ず作成されます。こ
の名前は、デフォル
トで表名に拡張子
.sql が付いたものに
なります。 SQL フ
ァイルは、必ず「出
力パス」の最初のデ
ィレクトリーに作成
されます。

データ・ファイル名

ストリング

Tablename.dat

Sybase IQ12 Load に
よって作成されるフ
ラット ASCII 出力フ
ァイルのファイル
名。このファイルに
は、リンクの表にロ
ードされるデータの
行と列が含まれま
す。ファイル名は、
デフォルトで表名に
拡張子 .dat が付いた
ものになります。フ
ァイル容量は、ディ
スク・スペースで許
される大きさまで大
きくすることができ
ます。単一の出力フ
ァイルに対応するデ
ィスク・スペースを
選択します。Sybase
IQ12 Load の以前の
バージョンで作成さ
れたジョブを実行す
る場合は、ファイル
がデータのサイズに
適応することを確認
してください。
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表 21. リンク・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

CHAR 区切り文字

ストリング

| (縦棒)

データ・ファイルの
CHAR および
VARCHAR 列を区切
る文字ストリング。
非 CHARACTER 列
は、CHAR 区切り文
字とは関係なく、縦
棒 (|) で区切られま
す。

ロード前にクリア

リスト

はい

新しいデータを表に
ロードする LOAD コ
マンドの前に、
DELETE コマンドが
作成されるかどうか
を制御します。単一
表の場合、DELETE
コマンドが作成され
ます。いずれの場合
も、対応するプロパ
ティーの FROM 節と
WHERE 節がコマン
ドに追加されます。
(「はい」/「いい
え」)

DELETE...FROM

ストリング

なし

これによって、
DELETE コマンドの
FROM 表リスト節の
フル指定が可能にな
ります。表名 (リンク
の TABLE プロパテ
ィーの値) にデフォル
ト設定されていま
す。キーワード
FROM は必要ありま
せん。 FROM 節がな
い場合、TRUNCATE
コマンドと同じで
す。
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表 21. リンク・プロパティー (続き)
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

DELETE... WHERE

ストリング

なし

DELETE コマンドの
search_conditions を指
定します。これは必
須ではありません。
定義されている場
合、search_conditions
がコマンドの
WHERE 節に入りま
す。キーワード
WHERE は必要あり
ません。

LOAD TABLE...
FORMAT

リスト

ASCII

LOAD TABLE コマ
ンドのフォーマッ
ト・オプションを指
定します。これは必
須ではありません。
(「ASCII」/「バイナ
リー」)

LOAD TABLE...
STRIP

リスト

ON

LOAD TABLE コマ
ンドのストリップ・
オプションを指定し
ます。これは必須で
はありません。
(「ON」/「OFF」)

LOAD TABLE...
CHECKPOINT

リスト

OFF

LOAD TABLE コマ
ンドのチェックポイ
ント・オプションを
指定します。これは
必須ではありませ
ん。
(「ON」/「OFF」)

LOAD TABLE...
LOADOPTIONS

ストリング

なし

LOAD TABLE コマ
ンドのロード・オプ
ションを指定しま
す。
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表 21. リンク・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

挿入前コマンド

ストリング

なし

ロードを構成する
DELETE および
LOAD TABLE コマ
ンドの前に実行され
る、オプションの
IQ12 コマンドのフ
ル・リテラル・テキ
スト。これは、IQ12
診断コマンドの実行
に使用できます。こ
のコマンドの出力
は、自動ロード時に
DataStage ジョブ・ロ
グに入ります。

挿入後コマンド

ストリング

なし

ロードを構成する
DELETE および
LOAD TABLE コマ
ンドのあとに実行さ
れる、オプションの
IQ12 コマンドのフ
ル・リテラル・テキ
スト。これは、IQ12
診断コマンドの実行
に使用できます。こ
のコマンドの出力
は、自動ロード時に
DataStage ジョブ・ロ
グに入ります。

第 8 章 Sybase IQ12 Load ステージ
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

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

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

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

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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IBM 以外の Web サイトへのリンク
このインフォメーション・センターは、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへ
のリンクまたは参照を含む場合があります。
IBM は、IBM Web サイトより参照もしくはアクセスできる、または IBM Web サ
イトにリンクされた Lenovo 社の Web サイトを含む IBM 以外の Web サイトもし
くは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。 IBM 以外の Web サイト
にリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではな
く、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うこと
を意味するものではありません。 また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから
第三者の存在を知ることになった場合にも (もしくは、IBM Web サイトから第三者
へのリンクを使用した場合にも)、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても
一切責任を負いません。 従って、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたはリソ
ースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソースか
らアクセス可能なコンテンツ、サービス、製品、またはその他の資料一切に対して
IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。
お客様が IBM 以外の Web サイトにアクセスされた場合、それが IBM ロゴを含ん
でいる場合でも、これらの Web サイトは、IBM から独立して運営されており、
IBM は、当該 Web サイトの内容に関していかなる責任も負わないことをご了承く
ださい。 ウィルス、ワーム、トロイの木馬、およびその他の有害なプログラムに対
する予防措置を講じること、およびお客様がしかるべき措置が必要であると考えた
場合の情報の保護は、お客様の責任で講じていただきます。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

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

82

接続ガイド: Sybase データベース編

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。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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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 22. 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 23. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

リモート Sybase IQ サーバー
データ・ロード

S

35

SQL Server
サポートされない BCP スイッチ
SQL ステートメント

A
AFTER LOAD ストアード・プロシージャ

［ア行］
お客様サポート

ー 29

Sybase BCP Load ステージ、BCPLoad ス

B
BCP (Bulk Copy Program) ユーティリテ
ィー
コマンド・ラインからの実行
スイッチ 2, 25

クライアント・ライブラリー
CTLIB 3
DBLIB 3
NetLIB 3

説明 2, 25
バルク・コピー API
BCPLoad ステージ
概要

［サ行］
索引セット
サポート

お客様 85
ストアード・プロシージャー
BCPLoad ステージ 29
Stored Procedure ステージ
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 75
ソフトウェア・サービス 85

12, 17

「出力」ページ 49
「ステージ」ページ
「入力」ページ 46

バルク・コピー・ プログラム、BCP ユー
ティリティーを参照 2, 25

27

「全般」タブ
「出力」ページ

32

DBLIB クライアント・ライブラリー

3

I
［マ行］

IBM 以外の Web サイト
リンク 79

文字セット・マップの定義
BCPLoad ステージ 32
Sybase OC ステージ 9

N
NetLIB クライアント・ライブラリー

［ラ行］
ライブラリー、クライアント

3
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「出力」ページ 46
出力リンク・プロパティーの設定
「ステージ」ページ 37

29

D

［ハ行］

49

「高度」タブ

表定義 26
「プロパティー」タブ 28
編集 27
メタデータ、インポート 26
「列」タブ 32
「NLS」タブ 32
SQL データ・タイプ 26
BEFORE LOAD ストアード・プロシージ
ャー 29

［タ行］
データ・ブラウザー
動的アクセス 1
特記事項 81

「入力」ページ

1

37

「オプション」カテゴリー
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