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第 1 章 各国語サポート
各国語サポート (NLS) モードを有効にして InfoSphere™ DataStage® をインストール
すると、種々の言語および種々の国で InfoSphere DataStage を使用できます。
NLS が有効な場合、以下の処理が可能です。
v InfoSphere DataStage を種々の言語で使用できます。これには、日本語などのマル
チバイト文字を使用する言語が含まれます。
v マルチバイト文字セットのデータの読み取りおよび書き込み、そしてそのデータ
を InfoSphere DataStage 内で処理できます。これは、InfoSphere DataStage 自体の
言語には関係ありません。例えば、英語版の InfoSphere DataStage で日本語デー
タを処理することも、日本語版の InfoSphere DataStage で英語データを処理する
こともできます。
v ロケールを使用して、ジョブ・デザインとは関係なく、照合シーケンス、通貨規
則、日付/時刻形式などを変更できます。
InfoSphere DataStage のインストール時に NLS を使用可能にする必要があります。
英語以外の版の InfoSphere DataStage のインストールを選択すると、NLS は自動的
に使用可能になります。英語版の InfoSphere DataStage のインストールを選択した
場合は、NLS を使用可能にするかどうかを別途指定します。

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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第 2 章 サーバー・ジョブと NLS
InfoSphere DataStage サーバー・ジョブで使用する新規マップおよび新規ロケールを
作成できます。

新規マップの作成
InfoSphere DataStage で提供されるマップがユーザーの要件を満たさない場合、ユー
ザーは新しいマップを作成して、それを自分のジョブで使用することができます。
ほとんどの場合、まったく新しいマップを追加するのではなく、既存のマップのバ
リアントを作成すればよいでしょう。InfoSphere DataStage によって新しいマップを
既存のマップに基づいて作成することができ、必要なマッピングのみを追加または
変更できます。これを行うには、表を作成し、マップにそれを追加して新しいマッ
プを作ります。
マップは「説明」によって定義され、次に「説明」が実際のマッピングを定義する
「表」を呼び出します。新規マップを作成するには、「説明」と「表」を定義する
必要があります。
既存のマップのバリアントを作成したい場合、既存のマップに基づいて新規マップ
を作成することが重要です。どんな場合であろうと、InfoSphere DataStage で提供さ
れるマップを編集してはなりません。
マップは、NLS 管理ツールを使用して作成します。これは、エンジン・シェルで実
行されます。これを実行するためには、InfoSphere DataStage アドミニストレータ
ー・ステータスが必要です。

Windows エンジン層ホストでの NLS 管理ツールの実行
手順
1. Telnet セッションを開始して、エンジンに接続します。「Welcome to DataStage
Telnet Server (DataStage Telnet サーバーへようこそ)」メッセージが表示され、
ログイン名およびパスワードの入力を促すプロンプトが出されます。
2. InfoSphere DataStage のユーザー名とパスワードを入力します。アカウント名ま
たはパスを入力するようにプロンプトが出されます。
3. アカウント名として uv を入力します。これで、エンジンに接続されます。
4. プロンプトで、NLS.ADMIN と入力します (大文字小文字の区別が必要です)。
「NLS Administration (NLS 管理)」ウィンドウが表示されます。

UNIX エンジン層ホストでの NLS 管理ツールの実行
手順
1. Telnet セッションを開始して、エンジンに接続します。
2. ディレクトリーを、エンジン・ディレクトリー ($DSHOME/DSEngine) に変更しま
す。
3. bin/uvsh と入力します。
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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4. プロンプトで、NLS.ADMIN と入力します (大文字小文字の区別が必要です)。
「NLS Administration (NLS 管理)」ウィンドウが表示されます。

基本マップ
あるマップが他のマップの基本となり、また同様にこのマップは、さらに他のマッ
プのに基本となりえます。マップ全体を理解するには、基本マップのチェーンを辿
る必要があります。マップの構成についてさらに詳しくは、NLS 管理メニューから
「マッピング」 > 「説明」 > 「相互参照」および「マッピング」 > 「表」 >
「相互参照」を選択してください。見たいリネージュを持つマップまたは表を選択
します。
例えば、マップ C0-CONTROLS は、C0-CONTROLS 表を使用する 1 バイト文字セ
ット・マップです。これは、7 ビットの制御文字セットをマッピングします。説明
レポートに、そのマップは C1-CONTROLS および ASCII 用の基本マップであるの
に、おおむね 1 つおきのマップのリネージュに C0-CONTROLS があることが示さ
れます。

新規マップの作成
手順
1. 必要なマップと最も厳密に一致する既存のマップを見つけます。
2. 新規マップで別にマッピングする必要がある文字を特定します。
3. これらの新規マッピングを含む新規表を作成します。
4. 新規表を追加することなく、既存のマップに基づいて新規説明を追加し、新規マ
ップを作成します。

タスクの結果
次の例は、MY.ASCII と呼ばれるマップを作成します。このマップは、入力文字
0x23 を番号記号 (#) ではなく、英国ポンド記号 (£) にマッピングすることを除い
て、既存の ASCII マップと同じです。
ユーザーが行う最初の処置は、MY.POUND と呼ばれる、このマッピングを実行す
る表を作成することです。

例
1. NLS 管理ツール内で、「マッピング」 > 「表」 > 「作成」を選択します。
2. 次のように、表名として MY.POUND を指定します。
DATASTAGE NLS CHARACTER MAP/LOCALE MAINTENANCE PROGRAM
Enter map table record ID (create), Q to quit: MY.POUND

3. NLS アドミニストレーター・エディターが開いたら、以下に示すように、新し
い行を挿入するための I を入力し、行 1 および行 2 を追加します。行 3 で、
RETURN を押して、挿入モードを終了させます。
DATASTAGE NLS CHARACTER MAP/LOCALE MAINTENANCE PROGRAM
EDITING FILE: NLS.MAP.TABLES / MY.POUND
New record.

4
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----: I
0001= * Map 0x23 to Unicode 00A3
0002= 23 00A3
0003=
Bottom at line 2.
----: FILE

4. FILE と入力して、ファイルを書き込んで、表エディターを終了させます。
次に、説明を作成する必要があります。
1. NLS 管理ツール内で、「マッピング」 > 「説明」 > 「作成」を選択します。
2. 次のように、説明名として MY.ASCII を指定します。
DATASTAGE NLS CHARACTER MAP/LOCALE MAINTENANCE PROGRAM
Enter map table record ID (create), Q to quit: MY.POUND

3. NLS 管理ツールは、既存の説明を基に新規説明を作成するかどうか尋ねます。
今回は簡略な説明だけで十分であり、直接入力した方が早いため、Q を入力しま
す。
4. 管理ツールが各フィールドに関してプロンプトを出すので、次のように情報を入
力します。
NLS CHARACTER MAP DESCRIPTION REVISE.1 Mon May 19 10:22:20 2003
Map ID=MY.ASCII
New Record
Map Description= * Modified ASCII with UK pound
Based Map ID = ASCII
Map type = SBCS
Table ID- MY.POUND
Display lengthPrefix string=
Offset value=
Unknown char seq.=
Compose seq.=
Input Table ID=

5. NLS 管理ツールで説明が表示されるので、満足できないフィールドを変更する
ことができます。
これで新規マップの定義が完了したので、InfoSphere DataStage アドミニストレータ
ー・クライアントを使用して、プロジェクト内で利用可能にすることができます。

マップ説明フィールド
次の表に、マップ説明のフィールドを示します。
表 1. マップ説明フィールド
フィ
ール
ド

名前

説明

0

Map ID

コマンドおよびプログラムで、このマップを指定するために
使用する名前。

1

Map Description

マップの説明。

2

Base Map ID

これの基になるマップの名前。この値は、他の説明のレコー
ド ID でなければなりません。

第 2 章 サーバー・ジョブと NLS
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表 1. マップ説明フィールド (続き)

6

フィ
ール
ド

名前

説明

3

Map type

このフィールドの値は、1 バイト文字セットを表す SBCS
か、2 バイト文字セットまたはマルチバイト文字セットを表
す DBCS でなければなりません。デフォルト値は SBCS で
す。

4

Table ID

このマップ説明が参照するマップ表のレコード ID。マップ
表がマップ説明と同じ ID の場合、値を指定する必要はあり
ません。

5

Display length

フィールド 4 で指定されたマッピング表の全文字の表示
長。ほとんどの 2 バイト文字セットは、画面上で 2 表示位
置として表示される文字がいくつか含まれています (例え
ば、ハングル文字や CJK の漢字)。一方、同じマップが通
常、ASCII 文字を 1 表示位置として表示されます。このフ
ィールドは、基本マップ説明から値を選出することはありま
せん。デフォルト値は 1 です。

6

Unknown char seq.

このフィールドは、その文字セットの一部を形成しない未知
の文字が置き換えられる文字シーケンスを指定します。この
値は、外部文字セット内ではバイト・シーケンスですが、1
から 4 バイトの 16 進数でなければなりません。デフォル
ト値は 3F、すなわち、ASCII 疑問符文字です。このマップ
も、基礎になっているどの基本マップも、このフィールドに
値が入っていない場合に、デフォルトが使用されます。

7

Compose seq.

このフィールドは、1 から 4 バイトの 16 進数 Unicode 値
を構成する文字シーケンスを指定します。 InfoSphere
DataStage が入力中にこのシーケンスを検出すると、入力さ
れる次の 4 バイトがチェックされて、それらは 16 進値で
あるかが検査されます。そうである場合、その値の Unicode
文字が直接入力されます。このマップも、基本マップもこの
フィールドに値が入っていない場合、この方法で Unicode
文字を入力することはできません。基礎になっているマップ
で設定された構成シーケンスは、値 NONE にオーバーライ
ドされます。

8

Input Table ID

デッド・キー・シーケンスを入力するために使用するマップ
表の名前。

9

Prefix string

フィールド 4 で参照される表の中のすべての外部文字マッ
ピングの接頭部になる 16 進数のストリング。主に、日本語
文字セットのマッピングに使用されます。

10

Offset value

フィールド 4 で参照される表の中の各外部マッピングに追
加する 16 進数の値。先頭に負符号 (-) が付いていたら、そ
の値は減算されます。主に、日本語文字セットのマッピング
に使用されます。
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ロケールの働き
新規のロケールを作成する前に、InfoSphere DataStage がロケールをどのように定義
するかについてもう少し理解しておく必要があります。
ロケール、カテゴリー、および規則を区別することが重要です。
v ロケールは、カテゴリーのセットを含んでいます。
v カテゴリーは、規則のセットを含んでいます。
v 規則は、データ値がどのよう入力されるか、また表示されるかを説明した規則で
す。
NLS では、個々のロケールは 5 つのカテゴリーを含みます。
v 時刻
v 数値
v 通貨
v 文字タイプ
v 照合
個々のカテゴリーは、各カテゴリー内のデータ・タイプに固有の種々の規則を含み
ます。
例えば、時刻カテゴリー内の規則は、曜日の名前、AM または PM を表すために使
用するストリング、時間、分、および秒を分離する文字などを含みます。この情報
は、NLS 管理ツールを使用して表示することができます。

ロケールの規則の検査
ロケールに定義された規則は NLS 管理ツールを使用して検査します。

始める前に
このタスクを実行するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステータ
スが必要です。

このタスクについて
NLS 管理ツールは、『 3 ページの『Windows エンジン層ホストでの NLS 管理ツー
ルの実行』』および『 3 ページの『UNIX エンジン層ホストでの NLS 管理ツール
の実行』』に記載されているように、エンジン・シェルで実行できます。

手順
1. 「ロケール」 > 「ビュー」を選択します。
2. ロケール ID を入力するようにプロンプトが出されたら、ロケール ID の 1 つ
を入力してください (InfoSphere DataStage アドミニストレーターにリストされ
たとおり)。ロケールを構成するカテゴリーを検査します。
a. 「カテゴリー」 > 「カテゴリー・タイプ」 > 「すべてをリスト」を選択し
ます。ここで、「カテゴリー・タイプ」は、検査したいカテゴリーのタイプ
です。これにより、このタイプに定義されたすべてのカテゴリーのリストが
表示されます。
第 2 章 サーバー・ジョブと NLS
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b. 「カテゴリー」 > 「カテゴリー・タイプ」 > 「ビュー」を選択します。こ
こで、「カテゴリー・タイプ」は、検査したいカテゴリーのタイプです。
c. カテゴリー ID を入力するようにプロンプトが出されたら、カテゴリー ID
の 1 つを入力してください (List all コマンドでリストされたとおり)

例
以下の例は、NLS 管理ツールによって表示される、米国英語ロケールのレコードを
示しています。
Locale name.....
Description.....
Time/Date.......
Numeric.........
Monetary........
Ctype...........
Collate.........
.
.
.

USA
Territory=USA, Language=English
US-ENGLISH
DEFAULT
USA
DEFAULT
DEFAULT

ロケールは、複写することなく、既存の規則から作成できます。種々のロケールが
規則を共有することができ、1 つの規則が他の規則に基づくことができます。
例えば、カナダはロケール CA-FRENCH および CA-ENGLISH を使用します。この
2 種類のロケールは完全に異なってはいません。この 2 つは同じ通貨規則を共有し
ます。 CA-FRENCH および CA-ENGLISH ロケールのレコードは、次のようになり
ます。
Locale name.....
Description.....
Time/Date.......
Numeric.........
Monetary........
Ctype...........
Collate.........
.
.
.
Locale name.....
Description.....
Time/Date.......
Numeric.........
Monetary........
Ctype...........
Collate.........
.
.
.

CA-FRENCH
Country=Canada, Language=French
CA-FRENCH
CA-FRENCH
CANADA
DEFAULT
DEFAULT+ACCENT+CASE

CA-ENGLISH
Country=Canada, Language=English
CA-ENGLISH
CA-ENGLISH
CANADA
DEFAULT
DEFAULT

両方のロケールで、通貨フィールドは、CANADA と呼ばれる通貨規則を指示してい
ます。その他のフィールドは、該当の言語に関する適切な値を示しています。
各カテゴリー内の規則の形式についての詳しい説明は、 37 ページの『第 5 章 NLS
およびサーバー・ジョブ - 補足情報』 にあります。
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新規ロケールの作成
InfoSphere DataStage で提供されるロケールがユーザーの要件を満たさない場合、ユ
ーザーは新しいロケールを作成して、それを自分のジョブで使用することができま
す。ほとんどの場合、まったく新しいロケールを追加するのではなく、既存のロケ
ールのバリアントを作成すればよいでしょう。InfoSphere DataStage によって新しい
ロケールを既存のロケールに基づいて作成することができ、必要な詳細のみを追加
または変更できます。
注: 既存のロケールのバリアントを作成したい場合、既存のロケールに基づいて新
規のロケールを作成することが重要です。どんな場合であろうと、InfoSphere
DataStage で提供されるロケールを編集してはなりません。
ロケールは、NLS 管理ツールを使用して作成します。これは、『Windows サーバー
での NLS 管理ツールの実行』および『UNIX サーバーでの NLS 管理ツールの実
行』で説明しているように、エンジン・シェルで実行します。これを実行するため
には、DataStage アドミニストレーター・ステータスが必要です。
以下で、GB-ENGLISH-EURO と呼ばれる新規ロケールを作成する例を説明します。
このようなロケールは、UK がユーロ・ゾーンに加わる場合、その時点で必要にな
ります。これは、GB-ENGLISH ロケールのコピーですが、ポンド記号ではなく、ユ
ーロ記号を使用する通貨カテゴリーを使用します。
次の手順を実行します。
1. 通貨記号としてユーロ記号を使用する新規の通貨カテゴリーを (既存のカテゴリ
ーに基づいて) 作成します。
2. ユーロ通貨カテゴリーを使用する新規のロケールを GB-ENGLISH ロケールに基
づいて作成します。

新規規則の作成
このタスクについて
UK はその既存の通貨規則、すなわち、小数点には . (ピリオド)、3 桁の区切り記
号には , (コンマ) をそのまま使用するものとします。したがって、UK-EURO カテ
ゴリーは既存の UK カテゴリーを基にします。

手順
1. 「カテゴリー」 > 「通貨」 > 「作成」を選択します。
2. プロンプトが出されたら、新規カテゴリーのレコード ID として UK-EURO を
入力します。
3. プロンプトが出されたら、コピーしたい既存のレコードとして UK を入力しま
す。
4. NLS 管理ツールによって現在の UK カテゴリーが表示されるので、ユーザーは
それを編集することができます。変更したい行の番号を入力します。 InfoSphere
DataStage が規則の見出しを表示し、ユーザーは新規データを入力できます。
UK-EURO カテゴリーでは、通貨記号と国際通貨ストリング規則を変更します。
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新規ロケールの作成
このタスクについて
GB-ENGLISH ロケールに基づいて GB-ENGLISH-EURO ロケールを作成します。唯
一の違いは、これは UK-EURO 通貨カテゴリーを使用することです。

手順
1. 「ロケール」 > 「作成」 を選択します。
2. プロンプトが出されたら、作成するレコードの ID として GB-ENGLISH-EURO
を入力します。
3. プロンプトが出されたら、新規ロケールの基にするレコードの ID として
GB-ENGLISH を入力します。
4. NLS 管理ツールによって現在の GB-ENGLISH ロケールが表示されるので、ユ
ーザーをそれを編集することができます。変更したい行の番号を入力します。
InfoSphere DataStage が行の見出しを表示し、ユーザーは新規データを入力でき
ます。GB-ENGLISH-EURO カテゴリーを得るために、MONETARY カテゴリー
を UK-EURO に変更します。

タスクの結果
これで新規ロケールの定義が完了したので、アドミニストレーター・クライアント
を使用して、プロジェクト内で利用可能にすることができます。
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第 3 章 パラレル・ジョブと NLS
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブで使用する新規マップおよび新規ロケールを
作成できます。

新規マップの作成
このタスクについて
InfoSphere DataStage で提供されるマップがユーザーの要件を満たさない場合、ユー
ザーは新しいマップを作成して、それを自分のジョブで使用することができます。
ほとんどの場合、まったく新しいマップを作成するのではなく、既存のマップのバ
リアントを作成すればよいでしょう。既存のマップへの上書きはシステムで許可さ
れないので、作成するマップはすべて、固有の名前を持たなければなりません。マ
ップ名は大/小文字を区別せず、下線、ダッシュ、およびスペースを無視するので、
マップ名「cso_iso_latin_1」は「CSOISOLATIN1」と同一と解釈されます。
InfoSphere DataStage で、すべての ASCL_ マップ用にソース・ファイルが提供され
ています (これらは、サーバー・ジョブのマップのほとんどに対応する、パラレ
ル・ジョブの同等物です)。これらのファイルをコピーして、それらを基にして新規
マップを作成できます。オリジナルの SCL_ ファイルを編集すべきではありませ
ん。
新規マップを設定する手順は次のとおりです。

手順
1. マップ作成ができるよう、環境を構成します。
2. 新規マップのソース・ファイルを作成します。
3. 提供されたツールを使用してマップを作成します。

環境の設定
新規マップを作成してビルドする前に正しい環境設定値が指定されていることを確
認する必要があります。

Windows
Windows システムの標準的な設定値は次のとおりです。
set APT_ORCHHOME=/IBM/InformationServer/Server/PXEngine
set APT_CONFIG_FILE=/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt
set PATH=%PATH%;C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥PXEngine¥bin;
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥PXEngine¥etc
set ICU_DATA=C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥PXEngine¥nls¥charmaps

Solaris
Solaris システムの標準的な設定値は次のとおりです。

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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APT_ORCHHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine ; export APT_ORCHHOME
PATH=$PATH:$APT_ORCHHOME/bin:$APT_ORCHHOME/etc; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$APT_ORCHHOME/lib ; export LD_LIBRARY_PATH
APT_CONFIG_FILE=/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt ;
export
APT_CONFIG_FILE
ICU_DATA=$APT_ORCHHOME/nls/charmaps

HP-UX
HP-UX システムの標準的な設定値は次のとおりです。
APT_ORCHHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine ; export APT_ORCHHOME
PATH=$PATH:$APT_ORCHHOME/bin:$APT_ORCHHOME/etc; export PATH
SHLIB_PATH=$APT_ORCHHOME/lib ; export LD_LIBRARY_PATH
APT_CONFIG_FILE=/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt ;
export
APT_CONFIG_FILE
ICU_DATA=$APT_ORCHHOME/nls/charmaps

AIX
AIX® システムの標準的な設定値は次のとおりです。
APT_ORCHHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine ; export APT_ORCHHOME
PATH=$PATH:$APT_ORCHHOME/bin:$APT_ORCHHOME/etc ; export PATH
LIBPATH=$APT_ORCHHOME/lib ; export LIBPATH
APT_CONFIG_FILE=/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt ;
export
APT_CONFIG_FILE
ICU_DATA=$APT_ORCHHOME/nls/charmaps

LINUX
LINUX システムの標準的な設定値は次のとおりです。
APT_ORCHHOME=/opt/IBM/InformationServer/Server//PXEngine ; export APT_ORCHHOME
PATH=$PATH:$APT_ORCHHOME/bin:$APT_ORCHHOME/etc; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$APT_ORCHHOME/lib ; export LD_LIBRARY_PATH
APT_CONFIG_FILE=/opt/IBM/InformationServer/Server//Configurations/default.apt ;
export
APT_CONFIG_FILE
ICU_DATA=$APT_ORCHHOME/nls/charmaps

マップ・ソース・ファイル
マップ・ソース・ファイルの末尾は .ucm です。これらは以下の場所に入っていま
す。
$APT_ORCHHOME/nls/charmaps
そして、この場所からビルドしなければなりません。
例として、ASCL_ASCII マップを基に MY_ASCII という新規マップを作成しま
す。違いは、入力文字 0x23 を番号記号 (#) ではなく、英国ポンド記号 (£) にマッ
ピングすることです。この新規マップを作成するには、次のようにします。
1. $APT_ORCHHOME/nls/charmaps ディレクトリー内で、ASCL_ASCII.ucm を
MY_ASCII.ucm にコピーします。
2. MY_ASCII.ucm ファイルを編集します。フォーマットは理解しやすいものになっ
ています。ヘッダー情報が文字セットを特定します。マップ自体は、
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「CHARMAP」と「END CHARMAP」の間に記述されます。ストリング
<UNNNN> は、16 進数の Unicode 文字の指定です。ストリング ¥xNN は、16
進数のマップ文字の指定です。ファイル・フォーマットについて詳しくは、
http://oss.software.ibm.com/icu/userguide/conversion-data.html を参照してください。
3. ファイルを書き込みます。これで、ビルドの準備ができました。

新規マップのビルド
このタスクについて
例のマップは、以下のコマンドを使用して、$APT_ORCHHOME/nls/charmaps ディレク
トリーにビルドされます。
addCustomMaps.sh MY_ASCII.ucm
ビルドが完了すると、パラレル・ジョブでそのマップが認識され、使用できる状態
になります。
パラレル・ジョブでマップが認識されない場合は、次の手順でマップを追加できま
す。

手順
1. システムに環境変数を設定します。
オプション

説明

Windows

PATH に $APT_ORCHHOME¥bin および
$APT_ORCHHOME¥lib が含まれていることを確
認します。

AIX

PATH に $APT_ORCHHOME/bin が含まれてい
ることを確認します。
LIBPATH に $APT_ORCHHOME/lib が含まれて
いることを確認します。

HPUX (Intel Itanium 上にありません)

PATH に $APT_ORCHHOME/bin が含まれてい
ることを確認します。
SHLIB_PATH に $APT_ORCHHOME/lib が含ま
れていることを確認します。

他のシステム

PATH に $APT_ORCHHOME/bin が含まれてい
ることを確認します。
LD_LIBRARY_PATH に $APT_ORCHHOME/lib
が含まれていることを確認します。

2. cnvalias.icu ファイルへの symlink を作成するように addCustomMaps.sh ファ
イルを編集します。echo "DONE" と記述されている最後の行を置換します。

第 3 章 パラレル・ジョブと NLS
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オプション

説明

ビッグ・エンディアン・シス
テム

# ICU 3.2 workaround:
# create a symlink for the compiled alias file
# so the map list is populated correctly.
binAliasFile=cnvalias¥.icu
icuPlatformPrefix=icudt32b_
ln -s $ICU_DATA$binAliasFile
$ICU_DATA$icuPlatformPrefix$binAliasFile
echo "¥nD O N E¥n"

リトル・エンディアン・シス
テム

# ICU 3.2 workaround:
# create a symlink for the compiled alias file
# so the map list is populated correctly.
binAliasFile=cnvalias¥.icu
icuPlatformPrefix=icudt32l_
ln -s $ICU_DATA$binAliasFile
$ICU_DATA$icuPlatformPrefix$binAliasFile
echo "¥nD O N E¥n"

3. convrtrs.txt ファイルを編集します。新規マップ MY_ASCII.ucm のエントリー
がファイル内にある場合は、それを削除します。
4. 次のコマンドを発行して、cnvalias.icu ファイルを作成し、ファイル
addCustomMaps.sh MY_ASCII.ucm への symlink を作成します。

タスクの結果
ビルドが完了すると、パラレル・ジョブでそのマップが認識され、使用できる状態
になります。

カスタム・マップの削除
このタスクについて
引き続いてカスタム・マップを削除したい場合、次のようにします。

手順
1. ファイル $APT_ORCHHOME/nls/charmaps/convrtrs.txt を編集します。
2. ファイル内の最後のセクションである、「User added custom map」というヘッ
ダーのセクションに進み、問題のマップの名前を削除します。
3. $APT_ORCHHOME/nls/charmaps ディレクトリーから以下のコマンドを実行しま
す。
gencnval convrtrs.txt

照合規則のオーバーライド
InfoSphere DataStage では、既存の照合規則に規則を追加することにより、既存の照
合規則を調整できます。ユーザーが追加する規則は、現在のロケールで設定された
ものをオーバーライドします。新しい規則は、プロジェクト・レベル、ジョブ・レ
ベル、またはステージ・レベルで参照できるテキスト・ファイルに指定してくださ
い。
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テキスト・ファイルの基本形式
テキスト・ファイルは、一連の規則が一行ずつ個別の行に書かれたものです。それ
ぞれの規則は、他の文字の順番を決める絶対ポイントであるアンカー・ポイントか
ら始まる整列済み文字のストリングを含みます。規則の形式は &character です。例
えば、&a は、文字「a」がアンカー・ポイントであって、その行の他の規則はすべ
て、その文字に関連付けられることを意味します。次の表に、ユーザーが使用でき
る他の記号を示します。
記号

例

説明

<

a < b

「a」と「b」の 1 次 (基本文
字) 相違を表します。

<<

a<<ä

「a」と「ä」の 2 次 (アクセ
ント) 相違を表します。

<<<

a<<<A

「a」と「A」の 3 次相違を
表します。

=

x =y

「x」と「y」に相違がないこ
とを意味します。

例えば、規則 &a < g を適用したソート結果は次のようになります。
規則なし

規則あり

apple

apple

Abernathy

Abernathy

bird

green

Boston

bird

green

Boston

Graham

Graham

規則 &A<<<G を追加すると、ソートは次のようになります。
追加規則あり
apple
Abernathy
green
Graham
bird
Boston

このファイルに指定できるオプションもあります。また、より高度な構文上のエレ
メントも使用できます。これらについては、次のサイトで詳しく説明しています。
http://oss.software.ibm.com/icu/userguide/Collate_Customization.html
UCA 規則について詳しくは、次のサイトを参照してください。

第 3 章 パラレル・ジョブと NLS
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指定変更ファイルの使用
このタスクについて
指定変更ファイルのセットアップが完了すると、プロジェクト・レベル、ジョブ・
レベル、またはステージ・レベルで指定変更ファイルを参照できます。

プロジェクト・レベルでの指定変更ファイルの使用
手順
1. InfoSphere DataStage アドミニストレーターを開きます。
2. 「プロジェクト」タブをクリックして「プロジェクト」ページに進みます。
3. デフォルト・マップを設定したいプロジェクトを選択し、「NLS...」ボタンをク
リックしてそのプロジェクト用の「プロジェクト NLS 設定」ダイアログ・ボッ
クスを開きます。「パラレル・ロケール」タブをクリックして「パラレル・ロケ
ール」ページに進みます。
4. 「照合」リスト・ボックスの隣の参照ボタンをクリックします。
5. 指定変更規則が入っているファイルを参照します。

ジョブ・レベルでの指定変更ファイルの使用
手順
1. デザイナー・クライアント内で、ロケールを設定したいジョブを開きます。
2. そのジョブの「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます (「編
集」-->「ジョブ・プロパティー」を選択します)。
3. 「NLS」タブをクリックして「NLS」ページに進みます。
4. 「ステージ用デフォルト照合ロケール」リスト・ボックスの隣の「参照」ボタン
をクリックします。
5. 指定変更規則が入っているファイルを参照します。

タスクの結果

ステージ・タブからのステージ・レベルでの指定変更ファイルの使用
手順
1. ステージ・エディターを開いて、「Stage (ステージ)」ページの「NLS Locale
(NLS ロケール)」タブに進みます。
2. 「照合」リスト・ボックスの隣の矢印ボタンをクリックし、ショートカット・メ
ニューから「ファイルの参照...」を選択します。
3. 指定変更規則が入っているファイルを参照して、それを選択します。

パーティション・タブからのステージ・レベルでの指定変更ファイル
の使用
手順
1. ステージ・エディターを開いて、「Inputs (入力) 」ページの「パーティション」
タブに進みます。

16

グローバリゼーション・ガイド

2. 「ソート」 域の「プロパティー」ボタンをクリックします。「ソート・プロパ
ティー」ダイアログ・ボックスが開きます。
3. 「照合」リスト・ボックスの隣の矢印ボタンをクリックし、ショートカット・メ
ニューから「ファイルの参照...」を選択します。
4. 指定変更規則が入っているファイルを参照して、それを選択します。
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第 4 章 InfoSphere DataStage で提供されるマップとロケール
この付録では、InfoSphere DataStage で提供される文字セット・マップのリストとロ
ケールのリストを掲載します。

サーバー・ジョブの文字セット・マップ
次のリストに、サーバー・ジョブ用に InfoSphere DataStage で提供される、世界中
で使用される主要な文字セットの全マップを示します。左列はマップの名前、中央
列はマップで使用されるマップ表の名前 (NLS.MAP.TABLES の中)、右列はマップ
の説明を記載します。
文字セット

表名

説明

ASCII

ASCII

標準 ASCII 7 ビット・セッ
ト

ASCII+C1

ASCII

ASCII 7 ビット + C1 制御文
字

ASCII+MARKS

UV-MARKS

タイプ 1 用の標準 ASCII 7
ビット・セットおよびマーク
付きの 19 ファイル

BIG5

BIG5

AIWAN: 「Big 5」標準

C0-CONTROLS

C0-CONTROLS

標準 ISO2022 C0 制御セッ
ト、文字 00-1F+7F

C1-CONTROLS

C1-CONTROLS

標準 8 ビット ISO 制御セッ
ト、80-9F

EBCDIC

EBCDIC

標準 uniVerse で実装された
IBM EBCDIC - 制御文字の
み

EBCDIC-037

EBCDIC-037

IBM EBCDIC バリアント
037

EBCDIC-1026

EBCDIC-1026

IBM EBCDIC バリアント
1026 (トルコ語)

EBCDIC-500V1

EBCDIC-500V1

IBM EBCDIC バリアント
500V1

EBCDIC-875

EBCDIC-875

IBM EBCDIC バリアント
875 (ギリシャ語)

EBCDIC-CTRLS

EBCDIC-CTRLS

標準 uniVerse で実装された
IBM EBCDIC - 制御文字の
み

GB2312

GB2312-80

中国語: GB 2312 で記述され
た EUC

ISO8859-1

ISO8859-1

標準 ISO8859 パート 1:
Latin-1

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

19

20

文字セット

表名

説明

ISO8859-1+MARKS

ISO8859-1+MARKS

標準 ISO8859 パート 1: タ
イプ 1 用 Latin-1 およびマ
ーク付き 19 ファイル

ISO8859-10

ISO8859-10

標準 ISO8859 パート 10:
Latin-6

ISO8859-2

ISO8859-2

標準 ISO8859 パート 2:
Latin-2

ISO8859-3

ISO8859-3

標準 ISO8859 パート 3:
Latin-3

ISO8859-4

ISO8859-4

標準 ISO8859 パート 4:
Latin-4

ISO8859-5

ISO8859-5

標準 ISO8859 パート 5: ラ
テン・キリル文字

ISO8859-6

ISO8859-6

標準 ISO8859 パート 6: ラ
テン・アラビア語

ISO8859-7

ISO8859-7

標準 ISO8859 パート 7: ラ
テン・ギリシャ語

ISO8859-8

ISO8859-8

標準 ISO8859 パート 8: ラ
テン・ヘブライ語

ISO8859-9

ISO8859-9

標準 ISO8859 パート 5:
Latin-5

JIS-EUC

JISX0208

日本語: JIS X 0212 漢字を除
く EUC

JIS-EUC+

JISX0212

日本語: JIS X 0212 漢字を含
む EUC

JIS-EUC-HWK

JISX0201-K

日本語: JIS-EUC 用半角カタ
カナ

JIS-EUC2

JISX0208

日本語: JIS X 02 12 漢字を
除く EUC 固定幅

JIS-EUC2-C0

C0-CONTROLS

日本語: EUC2 固定幅 C0 制
御文字

JIS-EUC2-C1

C1-CONTROLS

日本語: EUC 固定幅 C1 制
御文字

JIS-EUC2-HWK

JISX0201-K

日本語: 半角カタカナの EUC
固定幅表記

JIS-EUC2-MARKS

JIS-EUC2-MARKS

日本語: EUC2 固定幅マーク
文字 (外部形式)

JIS-EUC2-ROMAN

JISX0201-A

日本語: 7 ビット ASCII の
バリアント

JISX0201

JISX0201-K

日本語: 1 バイト・セット、
半角カタカナ + ASCII

KOI8-R

KOI8-R

KOI8-R ロシア語/キリル文字
セット

KSC5601

KSC5601

#韓国語: KS C 5601-1987 で
記述された Wansung コード
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文字セット

表名

説明

MAC-GREEK

MAC-GREEK

Apple Macintosh ギリシャ語
レパートリー (ISO8859-7 類
似)

MAC-GREEK2

MAC-GREEK2

Apple Macintosh ギリシャ語
レパートリー、APPLE II ベ
ース

MAC-ROMAN

MAC-ROMAN

Apple Macintosh Roman 文字
セット、ASCII ベース
多数の Unicode 用 ASCII 簡
略記号、UTF8 ベース

MNEMONICS
MNEMONICS-1

ISO8859-1

MNEMONICS と同じ、ただ
し、ISO8859-1 可能

MS1250

MS1250

MS Windows コード・ページ
1250 (Latin 2)

MS1251

MS1251

MS Windows コード・ページ
1251 (キリル文字)

MS1252

MS1252

MS Windows コード・ページ
1252 (Latin 1)

MS1253

MS1253

MS Windows コード・ページ
1253 (ギリシャ語)

MS1254

MS1254

MS Windows コード・ページ
1254 (トルコ語)

MS1255

MS1255

MS Windows コード・ページ
1255 (ヘブライ語)

MS1256

MS1256

MS Windows コード・ページ
1256 (アラビア語)

PC1040

PC1040

PC DOS コード・ページ
1040 (韓国語)

PC1041

PC1041

PC DOS コード・ページ
1041 (日本語)

PC437

PC437

PC DOS コード・ページ 437
(US)

PC850

PC850

PC DOS コード・ページ 850
(Latin 1)

PC852

PC852

PC DOS コード・ページ 852
(Latin 2)

PC855

PC855

PC DOS コード・ページ 855
(キリル文字)

PC857

PC857

PC DOS コード・ページ 857
(トルコ語)

PC860

PC860

PC DOS コード・ページ 860
(ポルトガル語)

PC861

PC861

PC DOS コード・ページ 861
(アイスランド語)
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文字セット

表名

説明

PC863

PC863

PC DOS コード・ページ 863
(カナダ・フランス語)

PC864

PC864

PC DOS コード・ページ 864
(アラビア語)

PC865

PC865

PC DOS コード・ページ 865
(北欧ゲルマン系言語)

PC866

PC866

PC DOS コード・ページ 866
(キリル文字)

PC869

PC869

PC DOS コード・ページ 869
(ギリシャ語)

PIECS

PIECS

PI および PI/オープン拡張文
字セット

PRIME-SHIFT-JIS

PJISX0208

日本語: シフト JIS メイン・
マップ (基本バリアント)

SHIFT-JIS

SJISX0208

日本語: シフト JIS メイン・
マップ

TAU-SHIFT-JIS

TJISX0208

日本語: シフト JIS メイン・
マップ (タウ・バリアント)

TIS620

TIS620-A

タイ語: 標準 TIS 620 (「タ
イ語 ASCII」)

TIS620-B

TIS620-B

TIS620 のスペースなし文字
パート (タイ語)

サーバー・ジョブ・ロケール
次のリストに、サーバー・ジョブ用に InfoSphere DataStage で提供されるロケー
ル、それぞれのロケールを使用する地域、および関連言語を示します。
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ロケール

説明

AR-SPANISH

地域=アルゼンチン、言語=スペイン語

AT-GERMAN

地域=オーストリア、言語=ドイツ語

AU-ENGLISH

地域=オーストラリア、言語=英語

BE-DUTCH

地域=ベルギー、言語=オランダ語

BE-FRENCH

地域=ベルギー、言語=フランス語

BE-GERMAN

地域=ベルギー、言語=ドイツ語

BG-BULGARIAN

地域=ブルガリア、言語=ブルガリア語

BO-SPANISH

地域=ボリビア、言語=スペイン語

BR-PORTUGUESE

地域=ブラジル、言語=ポルトガル語

CA-ENGLISH

地域=カナダ、言語=英語

CA-FRENCH

地域=カナダ、言語=フランス語

CH-FRENCH

地域=スイス、言語=フランス語

CH-GERMAN

地域=スイス、言語=ドイツ語

CH-ITALIAN

地域=スイス、言語=イタリア語

グローバリゼーション・ガイド

ロケール

説明

CL-SPANISH

地域=チリ、言語=スペイン語

CN-CHINESE

地域=中国 (PRC)、言語=中国語

CO-SPANISH

地域=コロンビア、言語=スペイン語

CR-SPANISH

地域=コスタリカ、言語=スペイン語

CZ-CZECH

地域=チェコ共和国、言語=チェコ語

DE-GERMAN

地域=ドイツ、言語=ドイツ語

DK-DANISH

地域=デンマーク、言語=デンマーク語

DO-SPANISH

地域=ドミニカ共和国、言語=スペイン語

EC-SPANISH

地域=エクアドル、言語=スペイン語

EV-SPANISH

地域=エルサルバドル、言語=スペイン語

FI-FINNISH

地域=フィンランド、言語=フィンランド語

FO-FAEROESE

地域=フェロー諸島、言語=フェロー語

FR-FRENCH

地域=フランス、言語=フランス語

GB-ENGLISH

地域=UK、言語=英語

GL-GREENLANDIC

地域=グリーンランド、言語=グリーンランド
語

GR-GREEK

地域=ギリシャ、言語=ギリシャ語

GT-SPANISH

地域=グアテマラ、言語=スペイン語

HN-SPANISH

地域=ホンジュラス、言語=スペイン語

HR-CROATIAN

地域=クロアチア、言語=クロアチア語

HU-HUNGARIAN

地域=ハンガリー、言語=ハンガリー語

IE-ENGLISH

地域=アイルランド、言語=英語

IL-ENGLISH

地域=イスラエル、言語=英語

IL-HEBREW

地域=イスラエル、言語=ヘブライ語

IS-ICELANDIC

地域=アイスランド、言語=アイスランド語

IT-ITALIAN

地域=イタリア、言語=イタリア語

JP-JAPANESE

地域=日本、言語=日本語

KP-KOREAN

地域=朝鮮民主主義人民共和国 (北)、言語=韓
国語

KR-KOREAN

地域=大韓民国 (南)、言語=韓国語

LT-LITHUANIAN

地域=リトアニア、言語=リトアニア語

LV-LATVIAN

地域=ラトビア、言語=ラトビア語

MX-SPANISH

地域=メキシコ、言語=スペイン語

NL-DUTCH

地域=オランダ、言語=オランダ語

NO-NORWEGIAN

地域=ノルウェー、言語=ノルウェー語

NZ-ENGLISH

地域=ニュージーランド、言語=英語

PA-SPANISH

地域=パナマ、言語=スペイン語

PE-SPANISH

地域=ペルー、言語=スペイン語

PL-POLISH

地域=ポーランド、言語=ポーランド語

PT-PORTUGUESE

地域=ポルトガル、言語=ポルトガル語

RO-ROMANIAN

地域=ルーマニア、言語=ルーマニア語
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ロケール

説明

RU-RUSSIAN

地域=ロシア、言語=ロシア語

SE-SWEDISH

地域=スウェーデン、言語=スウェーデン語

SI-SLOVENIAN

地域=スロベニア、言語=スロベニア語

TR-TURKISH

地域=トルコ、言語=トルコ語

TW-CHINESE

地域=台湾、言語=中国語

US-ENGLISH

地域=USA、言語=英語

UY-SPANISH

地域=ウルグアイ、言語=スペイン語

VE-SPANISH

地域=ベネズエラ、言語=スペイン語

ZA-ENGLISH

地域=南アフリカ、言語=英語

パラレル・ジョブの文字セット・マップ
以下の表は、パラレル・マップとして利用可能な文字セット・マップのリストで
す。名前が ASCL_ で始まるマップは、サーバー・ジョブ・マップと等価です。
『サーバー・ジョブの文字セット・マップ』を参照してください。 (サーバー・ジ
ョブ・マップのほとんどについてパラレル・ジョブ版が提供されています)。
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文字セット

説明

Big5

中国語、台湾マルチバイト・セット版

BOCU-1

圧縮 UTF-8 (http://www.unicode.org/notes/tn6)

CESU-8

8 ビット互換性コード化スキーム、UTF-16
版 (http://www.unicode.org/unicode/reports/tr26)

EUC-KR

韓国語、インターネット・メッセージ版

Extended_UNIX_
Code_Packed_Format_for_Japanese

拡張 UNIX コード・パック・フォーマッ
ト、日本語版

ebcdic-xml-us

EBCDIC、XML 版 (US)

GB_2312-80

中国語 (1980)

GBK

中国語 (1995)

gb18030

中国語 (2000)

HZ-GB-2312

中国語 (HZ)

hp-roman8

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1345.htm

IBM00858

IBM コード・ページ 850 (マルチリンガ
ル)、ユーロ記号付き

IBM01140

EBCDIC US、ユーロ記号付き

IBM01141

EBCDIC ドイツ語、ユーロ記号付き

IBM01142

EBCDIC デンマーク語/ノルウェー語、ユー
ロ記号付き

IBM01143

EBCDIC フィンランド語/スウェーデン語、
ユーロ記号付き

IBM01144

EBCDIC イタリア語、ユーロ記号付き

IBM01145

EBCDIC スペイン語、ユーロ記号付き

IBM01146

EBCDIC GB、ユーロ記号付き

グローバリゼーション・ガイド

文字セット

説明

IBM01147

EBCDIC フランス語、ユーロ記号付き

IBM01148

EBCDIC 国際、ユーロ記号付き

IBM01149

EBCDIC アイスランド語、ユーロ記号付き

IBM037

EPCDIC CP US

IBM1026

EBCDIC Latin-5 トルコ

IBM273

EBCDIC オーストリア、ドイツ

IBM277

EBCDIC デンマーク、ノルウェー

IBM278

EBCDIC スウェーデン、フィンランド

IBM280

EBCDIC イタリア

IBM284

EBCDIC スペイン語

IBM285

EBCDIC GB

IBM290

EBCDIC 日本語 (仮名)

IBM297

EBCDIC フランス

IBM367

ASCII

IBM420

EBCDIC アラビア語

IBM424

EBCDIC ヘブライ語

IBM500

EBCDIC 国際

IBM850

MS-DOS Latin-1

IBM851

MS-DOS ギリシャ語

IBM852

MS-DOS Latin-2

IBM852

MS-DOS Latin-1、ユーロ記号付き

IBM855

EBCDIC キリル文字

IBM857

EBCDIC トルコ語

IBM860

MS-DOS ポルトガル語

IBM861

MS-DOS アイスランド語

IBM862

PC ヘブライ語

IBM863

MS-DOS カナダ・フランス語

IBM864

PC アラビア語

IBM865

MS-DOS 北欧ゲルマン系言語

IBM868

MS-DOS パキスタン

IBM869

EBCDIC 現代ギリシャ語

IBM870

EBCDIC マルチリンガル Latin-2

IBM871

EBCDIC アイスランド

IBM918

EBCDIC パキスタン (ウルドゥー語)

ISCII, Version 1

情報交換用インド標準コード、バージョン 1

ISCII, Version 2

情報交換用インド標準コード、バージョン 2

ISCII, Version 3

情報交換用インド標準コード、バージョン 3

ISCII, Version 4

情報交換用インド標準コード、バージョン 4

ISCII, Version 5

情報交換用インド標準コード、バージョン 5

ISCII, Version 6

情報交換用インド標準コード、バージョン 6

ISCII, Version 7

情報交換用インド標準コード、バージョン 7
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文字セット

説明

ISCII, Version 8

情報交換用インド標準コード、バージョン 8

ISO-2022-CN

中国語

ISO-2022-CN-EXT

中国語拡張版

ISO-2022-JP

日本語 (JIS)

ISO-2022-JP-2

日本語 (JIS) 拡張版

ISO-2022-KR

韓国語

ISO-2022
ISO-2022, locale=ja,version=3
ISO-2022, locale=ja,version=4
ISO-2022, locale=ko,version=1
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ISO-8859-1:1987

ラテン語アルファベット番号 1

ISO-8859-2:1987

ラテン語アルファベット番号 2

ISO-8859-3:1988

ラテン語アルファベット番号 3

ISO-8859-4:1988

ラテン語アルファベット番号 4

ISO-8859-5:1988

ラテン語/キリル文字アルファベット

ISO-8859-6:1987

ラテン語/アラビア語アルファベット

ISO-8859-7:1987

ラテン語/ギリシャ語アルファベット

ISO-8859-8:1988

ラテン語/ヘブライ語アルファベット

ISO-8859-9:1989

ラテン語アルファベット番号 5

ibm-1006_P100-2000

ISO ウルドゥー語

ibm-1006_X100-2000

ISO ウルドゥー語

ibm-1025_P100-2000

EBCDIC キリル文字

ibm-1047

EBCDIC オープン・エディション

ibm-1047-s390

EBCDIC オープン・エディション

ibm-1097_P100-2000

EBCDIC ペルシア語

ibm-1097_X100-2000

EBCDIC ペルシア語

ibm-1098_P100-2000

ISO ペルシア語

ibm-1098_X100-2000

ISO ペルシア語

ibm-1112_P100-2000

EBCDIC バルト語

ibm-1122_P100-2000

EBCDIC エストニア

ibm-1123

EBCDIC ウクライナ

ibm-1124_P100-2000

PC ウクライナ

ibm-1125_P100-2000

PC キリル文字ウクライナ

ibm-1129_P100-2000

ISO ベトナム語

ibm-1130_P100-2000

EBCDIC ベトナム語

ibm-1131_P100-2000

PC キリル文字ベラルーシ

ibm-1132_P100-2000

EBCDIC ラオ語

ibm-1133_P100-2000

ISO ラオ語

ibm-1137_P100-2000

EBCDIC デーバナーガリー文字、LF/NL 交
換済み

ibm-1140-s390

EBCDIC 米国、LF/NL 交換済み

グローバリゼーション・ガイド

文字セット

説明

ibm-1142-s390

EBCDIC デンマーク、ノルウェー、LF/NL
交換済み

ibm-1143-s390

EBCDIC フィンランド、スウェーデン、
LF/NL 交換済み

ibm-1144-s390

EBCDIC イタリア、LF/NL 交換済み

ibm-1145-s390

EBCDIC スペイン、LF/NL 交換済み

ibm-1146-s390

EBCDIC UK、アイルランド、LF/NL 交換済
み

ibm-1147-s390

EBCDIC フランス、LF/NL 交換済み

ibm-1148-s390

EBCDIC マルチリンガル、LF/NL 交換済み

ibm-1149-s390

EBCDIC アイスランド、LF/NL 交換済み

ibm-1153

EBCDIC latin 2

ibm-1153-s390

ibm-1153 と同じ、LF/NL 交換済み

ibm-1154

EBCDIC キリル文字マルチリンガル

EBCDIC Turkey

EBCDIC トルコ語

ibm-1156

ibm-1157

ibm-1157

EBCDIC エストニア

ibm-1158

EBCDIC キリル文字ウクライナ

ibm-1159
ibm-1160

EBCDIC タイ

ibm-1164

EBCDIC ベトナム

ibm-1250

Windows Latin 2

ibm-1251

Windows キリル文字

ibm-1252

Windows Latin 1

ibm-1253

Windows ギリシャ語

ibm-1254

Windows Latin 5 (トルコ)

ibm-1255

Windows ヘブライ語

ibm-1256

Windows アラビア語

ibm-1257

Windows Latin 4 (バルト語)

ibm-1258

Windows ベトナム語

ibm-12712

EBCDIC ヘブライ語

ibm-12712-s390

EBCDIC ヘブライ語、LF/NL 交換済み

ibm-1277

Adobe Latin1 エンコード

ibm-1280

Macintosh ギリシャ語

ibm-1281

Macintosh トルコ語

ibm-1282

Macintosh 中央ヨーロッパ

bm-1283

Macintosh キリル文字

ibm-1363_P110-2000

PC 韓国 KS 拡張

ibm-1363_P11B-2000

PC 韓国 KS 拡張

ibm-1364_P110-2000

EBCDIC 韓国 KS 拡張

ibm-1371

EBCDIC 台湾 (ユーロ)
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文字セット

説明

ibm-1381_P110-2000

PC 中国 GB

ibm-1388_P103-2001

EBCDIC 中国 GBK

ibm-1390

EBCDIC 日本カタカナ (ユーロ)

ibm-1399

EBCDIC 日本ローマ字 (ユーロ)

ibm-16684

DBCS Jis + Roman Jis ホスト

EBCDIC Arabic

EBCDIC アラビア語

ibm-17248

PC アラビア語

ibm-33722_P120-2000

EUC 日本

ibm-37-s390

EBCDIC 米国

ibm-4899

旧 EBCDIC ヘブライ語

ibm-4971

EBCDIC ギリシャ語

ibm-5104

8 ビット・アラビア語

ibm-5123

ホスト Roman Jis

ibm-808

PC ロシア語 (ユーロ)

ibm-813

ISO ギリシャ語

ibm-848

ホスト SBCS (カタカナ)

ibm-8482

ホスト SBCS (カタカナ)

ibm-849

PC ベラルーシ

ibm-856

PC ヘブライ語 (旧コード)

ibm-859

PC Latin 9

ibm-866

PC ロシア

ibm-867

PC イスラエル

ibm-872

PC キリル文字

ibm-874

PC タイ語

ibm-875_P100-2000

EBCDIC ギリシャ語

ibm-901

PC バルト語

ibm-902

PC エストニア語

ibm-9027

DBCS T-Ch ホスト、ユーロ付き

ibm-9030_P100-2000
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ibm-918_X100-2000

EBCDIC ウルドゥー語

ibm-921

PC バルト語

ibm-922

PC エストニア語

ibm-9238

PC アラビア語拡張

ibm-930

EBCDIC 日本 DBCS

ibm-933

EBCDIC 韓国 DBCS

ibm-935

EBCDIC 中国 DBCS

ibm-937

EBCDIC 台湾 DBCS

ibm-939

EBCDIC 日本拡張 DBCS

ibm-942_P120-2000

PC 日本 SJIS-78 構文

ibm-942_P12A-2000

PC 日本 SJIS-78 構文

ibm-943_P130-2000

PC 日本 SJIS-90

グローバリゼーション・ガイド

文字セット

説明

ibm-949_P110-2000

PC DBCS のみ台湾

ibm-950

PC 台湾

ibm-964_P110-2000

EUC 台湾

iso-8859-15

ISO Latin 1

JIS_Encoding
KO18-R

ロシア・インターネット

KS-C-5601-1987

韓国語

LMBCS-1

Lotus マルチバイト文字セット – Latin 1

LMBCS-11

Lotus マルチバイト文字セット – タイ語

LMBCS-16

Lotus マルチバイト文字セット – 日本語

LMBCS-17

Lotus マルチバイト文字セット – 韓国語

LMBCS-18

Lotus マルチバイト文字セット – 中国語 (繁
体字)

LMBCS-19

Lotus マルチバイト文字セット – 中国語 (簡
体字)

LMBCS-2

Lotus マルチバイト文字セット – ギリシャ語

LMBCS-3

Lotus マルチバイト文字セット – ヘブライ語

LMBCS-4

Lotus マルチバイト文字セット – アラビア語

LMBCS-5

Lotus マルチバイト文字セット – キリル文字

LMBCS-6

Lotus マルチバイト文字セット – Latin 2

LMBCS-8

Lotus マルチバイト文字セット – トルコ語

macintosh

Macintosh

SCSU

http://www.iana.org/assignments/charset-reg/
SCSU

Shift_JIS

シフト JIS、日本語

TIS_620

TIS-620、タイ語

UTF-16

UTF-16 Unicode

UTF-16BE

UTF-16 Unicode ビッグ・エンディアン

UTF-16LE

UTF-16 Unicode リトル・エンディアン

UTF-32

UTF-32 Unicode

UTF-32BE

UTF-32 Unicode ビッグ・エンディアン

UTF-32LE

UTF-32 Unicode リトル・エンディアン

UTF-7

UTF-7 Unicode

UTF-8

UTF-8 Unicode

UTF16-OppositeEndian

UTF-16 Unicode 対向エンディアン

UTF16-PlatformEndian

UTF-16 Unicode プラットフォーム・エンデ
ィアン

UTF32-OppositeEndian

UTF-32 Unicode 対向エンディアン

UTF32-PlatformEndian

UTF-32 Unicode プラットフォーム・エンデ
ィアン

windows-1250

Windows Latin 2

windows-1251

Windows キリル文字
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説明

windows-1252

Windows Latin 1

windows-1253

Windows ギリシャ語

windows-1254

Windows Latin 5 (トルコ)

windows-1255

Windows ヘブライ語

windows-1256

Windows アラビア語

windows-1257

Windows Latin 4 (バルト語)

windows-1258

Windows ベトナム語

パラレル・ジョブ・ロケール
次のリストは、InfoSphere DataStage で提供されるロケール (照会目的でパラレル・
ジョブと共に使用される)、それぞれのロケールを使用する地域、および関連言語を
示します。

30

ロケール

説明

af

言語=アフリカーンス語

af_ZA

言語=アフリカーンス語、地域=南アフリカ

am

言語=アムハラ語

am_ET

言語=アムハラ語、地域=エチオピア

ar

言語=アラビア語

ar_AE

言語=アラビア語、地域=アラブ首長国連邦

ar_BH

言語=アラビア語、地域=バーレーン

ar_DZ

言語=アラビア語、地域=アルジェリア

ar_EG

言語=アラビア語、地域=エジプト

ar_IN

言語=アラビア語、地域=インド

ar_IQ

言語=アラビア語、地域=イラク

ar_JO

言語=アラビア語、地域=ヨルダン

ar_KW

言語=アラビア語、地域=クウェート

ar_LB

言語=アラビア語、地域=レバノン

ar_LY

言語=アラビア語、地域=リビア

ar_MA

言語=アラビア語、地域=モロッコ

ar_OM

言語=アラビア語、地域=オマーン

ar_QA

言語=アラビア語、地域=カタール

ar_SA

言語=アラビア語、地域=サウジアラビア

ar_SD

言語=アラビア語、地域=スーダン

ar_SY

言語=アラビア語、地域=シリア

ar_TN

言語=アラビア語、地域=チュニジア

ar_YE

言語=アラビア語、地域=イエメン

be

言語=ベラルーシ語

be_BY

言語=ベラルーシ語、地域=ベラルーシ

bg

言語=ブルガリア語
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bg_BG

言語=ブルガリア語、地域=ブルガリア

bn

言語=ベンガル

bn_IN

言語=ベンガル、地域=インド

ca

言語=カタロニア語

ca_ES

言語=カタロニア語、地域=スペイン

ca_ES_PREEURO

言語=カタロニア語

cs

言語=チェコ語

cs_CZ

言語=チェコ語

da

言語=デンマーク語

da_DK

言語=デンマーク語、地域=デンマーク

de

言語=ドイツ語

de_PHONEBOOK

言語=ドイツ語、地域=電話帳順

de_AT

言語=ドイツ語、地域=オーストリア

de_AT_PREEURO

言語=ドイツ語、地域=オーストリア

de_BE

言語=ドイツ語、地域=ベルギー

de_CH

言語=ドイツ語、地域=スイス

de_DE

言語=ドイツ語、地域=ドイツ

de_DE_PREEURO

言語=ドイツ語、地域=ドイツ

de_LU

言語=ドイツ語、地域=ルクセンブルグ

de_LU_PREEURO

言語=ドイツ語、地域=ルクセンブルグ

el

言語=ギリシャ語

el_GR

言語=ギリシャ語、地域=ギリシャ

el_GR_PREEURO

言語=ギリシャ語、地域=ギリシャ

en

言語=英語

en_AU

言語=英語、地域=オーストラリア

en_BE

言語=英語、地域=ベルギー

en_BE_PREEURO

言語=英語、地域=ベルギー

en_BW

言語=英語、地域=ボツワナ

en_CA

言語=英語、地域=カナダ

en_GB

言語=英語、地域=グレートブリテン島

en_GB_EURO

言語=英語、地域=グレートブリテン島

en_HK

言語=英語、地域=中国の香港特別行政区

en_IE

言語=英語、地域=アイルランド

en_IE_PREEURO

言語=英語、地域=アイルランド

en_IN

言語=英語、地域=インド

en_MT

言語=英語、地域=マルタ

en_NZ

言語=英語、地域=ニュージーランド

en_PH

言語=英語、地域=フィリピン

en_SG

言語=英語、地域=シンガポール

en_US

言語=英語、地域=米国

en_US_POSIX

言語=英語、地域=米国
第 4 章 InfoSphere DataStage で提供されるマップとロケール

31

32

ロケール

説明

en_VI

言語=英語、地域=米領バージン諸島

en_ZA

言語=英語、地域=南アフリカ

en_ZW

言語=英語、地域=ジンバブエ

eo

言語=エスペラント語

es

言語=スペイン語

es_TRADITIONAL

言語=スペイン語

es_AR

言語=スペイン語、地域=アルゼンチン

es_BO

言語=スペイン語、地域=ボリビア

es_CL

言語=スペイン語、地域=チリ

es_CO

言語=スペイン語、地域=コロンビア

es_CR

言語=スペイン語、地域=コスタリカ

es_DO

言語=スペイン語、地域=ドミニカ共和国

es_EC

言語=スペイン語、地域=エクアドル

es_ES

言語=スペイン語、地域=スペイン

es_ES_PREEURO

言語=スペイン語、地域=スペイン

es_GT

言語=スペイン語、地域=グアテマラ

es_HN

言語=スペイン語、地域=ホンジュラス

es_MX

言語=スペイン語、地域=メキシコ

es_NI

言語=スペイン語、地域=ニカラグア

es_PA

言語=スペイン語、地域=パナマ

es_PE

言語=スペイン語、地域=ペルー

es_PR

言語=スペイン語、地域=プエルトリコ

es_PY

言語=スペイン語、地域=パラグアイ

es_SV

言語=スペイン語、地域=エルサルバドル

es_US

言語=スペイン語、地域=米国

es_UY

言語=スペイン語、地域=ウルグアイ

es_VE

言語=スペイン語、地域=ベネズエラ

et

言語=エストニア語

et_EE

言語=エストニア語、地域=エストニア

eu

言語=バスク語

eu_ES

言語=バスク語、地域=スペイン

eu_ES_PREEURO

言語=バスク語、地域=スペイン

fa

言語=ペルシア語

fa_IN

言語=ペルシア語、地域=インド

fa_IR

言語=ペルシア語、地域=イラン

fi

言語=フィンランド語

fi_FI

言語=フィンランド語、地域=フィンランド

fi_FI_PREEURO

言語=フィンランド語、地域=フィンランド

fo

言語=フェロー語

fo_FO

言語=フェロー語、地域=フェロー諸島

fr

言語=フランス語
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fr_BE

言語=フランス語、地域=ベルギー

fr_BE_PREEURO

言語=フランス語、地域=ベルギー

fr_CA

言語=フランス語、地域=カナダ

fr_CH

言語=フランス語、地域=スイス

fr_FR

言語=フランス語、地域=フランス

fr_FR_PREEURO

言語=フランス語、地域=フランス

fr_LU

言語=フランス語、地域=ルクセンブルグ

fr_LU_PREEURO

言語=フランス語、地域=ルクセンブルグ

ga

言語=アイルランド語

ga_IE

言語=アイルランド語、地域=アイルランド

ga_IE_PREEURO

言語=アイルランド語、地域=アイルランド

gl

言語=ガリシア語

gl_ES

言語=ガリシア語、地域=スペイン

gl_ES_PREEURO

言語=ガリシア語、地域=スペイン

gu

言語=グジャラート語

gu_IN

言語=グジャラート語、地域=インド

gv

言語=マンクス語

gv_GB

言語=マンクス語、地域=グレートブリテン島

he_

言語=ヘブライ語

he_IL

言語=ヘブライ語、地域=イスラエル

hi

言語=ヒンディ語

hi_DIRECT

言語=ヒンディ語

hi_IN

言語=ヒンディ語、地域=インド

hr

言語=クロアチア語

hr_HR

言語=クロアチア語、地域=クロアチア

hu

言語=ハンガリー語

hu_HU

言語=ハンガリー語、地域=ハンガリー

hy

言語=アルメニア語

hy_AM

言語=アルメニア語、地域=アルメニア

hy_AM_REVISED

言語=アルメニア語、地域=アルメニア

id

言語=インドネシア語

id_ID

言語=インドネシア語、地域=インドネシア

is

言語=アイスランド語

is_IS

言語=アイスランド語、地域=アイスランド

it

言語=イタリア語

it_CH

言語=イタリア語、地域=スイス

it_IT

言語=イタリア語、地域=イタリア

it_IT_PREEURO

言語=イタリア語、地域=イタリア

ja

言語=日本語

ja_JP

言語=日本語、地域=日本

kl

言語=グリーンランド
第 4 章 InfoSphere DataStage で提供されるマップとロケール

33

34

ロケール

説明

kl_GL

言語=グリーンランド、地域=グリーンランド

kn

言語=カンナダ語

kn_IN

言語=カンナダ語、地域=インド

ko

言語=韓国語

ko_KR

言語=韓国語、地域=韓国

kok

言語=コンカニー語

kok_IN

言語=コンカニー語、地域=インド

kw

言語=コーンウォール語

kw_GB

言語=コーンウォール語、地域=グレートブリ
テン島

lt

言語=リトアニア語

lt_LT

言語=リトアニア語、地域=リトアニア

lv

言語=ラトビア語

lv_LV

言語=ラトビア語、地域=ラトビア

mk

言語=マケドニア語

mk_MK

言語=マケドニア語、地域=マケドニア

mr

言語=マラーティー語

mr_IN

言語=マラーティー語、地域=インド

mt

言語=マルタ語

mt_MT

言語=マルタ語、地域=マルタ

nb

言語=ノルウェー語ブークモール

nb_NO

言語=ノルウェー語ブークモール、地域=ノル
ウェー

nl

言語=オランダ語

nl_BE

言語=オランダ語、地域=ベルギー

nl_BE_PREEURO

言語=オランダ語、地域=ベルギー

nl_NL

言語=オランダ語、地域=オランダ

nl_NL_PREEURO

言語=オランダ語、地域=オランダ

nn

言語=ノルウェー語ニーノシュク

nn_NO

言語=ノルウェー語ニーノシュク、地域=ノル
ウェー

om

言語=オロモ語

om_ET

言語=オロモ語、地域=エチオピア

om_KE

言語=オロモ語、地域=ケニア

pl

言語=ポーランド語

pl_PL

言語=ポーランド語、地域=ポーランド

pt

言語=ポルトガル語

pt_BR

言語=ポルトガル語、地域=ブラジル

pt_PT

言語=ポルトガル語、地域=ポルトガル

pt_PT_PREEURO

言語=ポルトガル語、地域=ポルトガル

ro

言語=ルーマニア語
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ro_RO

言語=ルーマニア語、地域=ルーマニア

ru

言語=ロシア語

ru_RU

言語=ロシア語、地域=ロシア

ru_UA

言語=ロシア語、地域=ウクライナ

sh

言語=セルボ・クロアチア語

sh_YU

言語=セルボ・クロアチア語、地域=ユーゴス
ラビア

sk

言語=スロバキア語

sk_SK

言語=スロバキア語、地域=スロバキア

sl

言語=スロベニア語

sl_SI

言語=スロベニア語、地域=スロベニア

so

言語=ソマリ語

so_DJ

言語=ソマリ語、地域=ジブチ

so_ET

言語=ソマリ語、地域=エチオピア

so_KE

言語=ソマリ語、地域=ケニア

so_SO

言語=ソマリ語、地域=ソマリア

sq

言語=アルバニア語

sq_AL

言語=アルバニア語、地域=アルバニア

sr

言語=セルビア語

sr_YU

言語=セルビア語、地域=ユーゴスラビア

sv

言語=スウェーデン語

sv_FI

言語=スウェーデン語、地域=フィンランド

sv_SE

言語=スウェーデン語、地域=スウェーデン

sw

言語=スワヒリ語

sw_KE

言語=スワヒリ語、地域=ケニア

sw_TZ

言語=スワヒリ語、地域=タンザニア

ta

言語=タミール語

ta_IN

言語=タミール語、地域=インド

te

言語=テルグ語

te_IN

言語=テルグ語、地域=インド

th

言語=タイ語

th_TH

言語=タイ語、地域=タイ

ti

言語=ティグリニャ語

ti_ER

言語=ティグリニャ語、地域=エリトリア

ti_ET

言語=ティグリニャ語、地域=エチオピア

tr

言語=トルコ語

tr_TR

言語=トルコ語、地域=トルコ

uk

言語=ウクライナ語

uk_UA

言語=ウクライナ語、地域=ウクライナ

vi

言語=ベトナム語

vi_VN

言語=ベトナム語、地域=ベトナム
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zh

言語=中国語

zh_PINYIN

言語=中国語

zh_CN

言語=中国語、地域=中国

zh_HK

言語=中国語、地域=中国の香港特別行政区

zh_MO

言語=中国語、地域=中国のマカオ特別行政区

zh_SG

言語=中国語、地域=シンガポール

zh_TW

言語=中国語、地域=台湾

zh_TW_STROKE

言語=中国語、地域=台湾

グローバリゼーション・ガイド

第 5 章 NLS およびサーバー・ジョブ - 補足情報
この付録では、NLS およびサーバー・ジョブに関する補足情報を掲載します。

NLS 管理ツール
このセクションでは、NLS 管理ツールのメニューについて詳しく説明します。
このメニューを使用するには、エンジン・アカウント (UV) で DataStage アドミニ
ストレーターでなければなりません。メイン NLS 管理メニューを表示するには、
NLS.ADMIN コマンドを使用します。 NLS 管理メニューには、次のオプションが
あります。
v 「Unicode」。このオプションでは、種々の検索条件を使用して Unicode 文字セ
ットを検査できます。
v 「マッピング」。このオプションでは、マップ説明またはマップ表を表示、作
成、または変更できます。
v 「ロケール」。このオプションでは、ロケールの定義を表示、作成、または変更
できます。
v 「カテゴリー」。このオプションでは、カテゴリー・ファイルおよびウェイト表
を表示、作成、または変更できます。
v 「インストール」。このオプションでは、マップを共有メモリーにインストール
するか、または uvconfig ファイルを編集できます。
このオプションから引き出される後続メニューについて以降のセクションで説明し
ます。

Unicode メニュー
「Unicode」メニューは Unicode 文字セットを検査する場合に使用します。使用可能
なオプションは次のとおりです。
v 「文字」。このオプションから、次のオプションを含む後続メニューが表示され
ます。
– 「すべての説明をリスト」。全 Unicode 文字の非常に長いリストを表示しま
す。
– 「値別」。 Unicode の 4 桁の 16 進値を入力するようにプロンプトを出し、
その後、その説明を戻します。
– 「文字説明別」。文字の部分説明を入力するようにプロンプトを出し、その
後、可能性のある一致を戻します。
– 「ブロック番号別」。特定の Unicode ブロック内のすべての文字を Unicode
順序でリストします。
– 「ブロック説明別」。 Unicode ブロック番号、各ブロックの内容の公式説明、
Unicode セット内の始点と終点、およびブロック内の文字数をリストします。
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– 「表意文字相互参照」。メニューの後続レベルの始点であって、マルチバイ
ト・ユーザーにのみ重要です。後続レベルから以下を行うことができます。
Unicode 表意文字エリアが中国語標準、日本語標準、韓国語標準にどのように
マッピングされるかのリストの表示
外部文字セット参照番号を与えられた場合の、Unicode での文字の検索
外部エンコード情報と標準参照番号との間の変換。例えば、行および列フォー
マットへのシフト JIS の変換。
– 「ニーモニック検索」。説明別 MNEMONICS 入力マップで項目を調べます。
v 「英字」。このオプションは NLS.CS.ALPHAS ファイルをリストします。このフ
ァイルには、文字が英字と見なされるコード・ポイントの範囲を定義するレコー
ドが入っています。これらの範囲を変更するには、文字タイプ・カテゴリーを使
用してください。
v 「数字」。このオプションは NLS.CS.TYPES ファイルをリストします。このファ
イルには、種々のスクリプトの、通常は数字 0 から 9 を表すとみなされるコー
ド・ポイントを記述するレコードが入っています。これらの範囲を変更するに
は、数値カテゴリーを使用してください。
v 「印刷不可」。このオプションは NLS.CS.TYPES ファイルをリストします。この
ファイルには、通常は印刷不可文字とみなされるコード・ポイントを記述するレ
コードが入っています。これらの範囲を変更するには、文字タイプ・カテゴリー
を使用してください。
v 「大/小文字規則」。このオプションは NLS.CS.CASES ファイルをリストしま
す。このファイルは。Unicode のすべてのコード・ポイントについて、大文字か
ら小文字への通常の変換規則、および小文字から大文字への通常の変換規則を記
述しています。これらの範囲を変更するには、文字タイプ・カテゴリーを使用し
てください。
v 「終了」。

マッピング・メニュー
「Mappings (マッピング)」メニューはマップ説明レコードおよびマップ表レコード
を検査、作成、および編集するため、およびマップをコンパイルする場合に使用し
ます。使用可能なオプションは次のとおりです。
v 「ビュー」。すべてのマップ説明レコードのリストを表示します。
v 「説明」。マップ説明、すなわち、NLS.MAP.DESCS ファイル内のレコードを扱
うためのサブメニューが表示されます。「相互参照」オプションは相互参照リス
トを生成し、どのマップおよび表が他のマップおよび表の基本として使用されて
いるかを示します。
v 「表」。マップ表、すなわち、NLS.MAP.TABLES ファイル内のレコードを扱う
ためのサブメニューが表示されます。サブメニューから、マップ表をリスト、作
成、編集、削除、および相互参照することができます。
v 「クライアント」。 NLS.CLIENT.MAPS ファイルを管理します。このファイル
は、クライアント上のマップ名とサーバー上の InfoSphere DataStage NLS マップ
間の同義語を提供します。このオプションを使用して、レコードをリスト、作
成、編集、および削除することができます。
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v 「ビルド」。単一マップをコンパイルします。

ロケール・メニュー
「Locales (ロケール)」メニューはロケールの定義を検査、作成、および編集する場
合に使用します。使用可能なオプションは次のとおりです。
v 「すべてリスト」。 InfoSphere DataStage で利用可能なすべてのロケール、すな
わち、NLS.LC.ALL ファイル内の全レコードをリストします。ロケールを共有メ
モリーにインストールするには、ロケールのビルドが必要になることがありま
す。
v 「ビュー」。ロケールの名前を入力するようにプロンプトを出し、その後、その
ロケールのレコードをリストします。
v 「作成」。新規ロケール・レコードを作成します。
v 「編集」。既存のロケール・レコードを編集します。
v 「削除」。ロケール・レコードを削除します。
v 「相互参照」。ロケールを相互参照します。種々のロケール定義間の関係を表示
します。
v 「クライアント」。 NLS.CLIENT.LCS ファイルを管理します。このファイル
は、クライアント上のロケールの名前とサーバー上の InfoSphere DataStage NLS
ロケール間の同義語を提供します。このオプションを使用して、レコードをリス
ト、作成、編集、および削除することができます。
v 「レポート」。ロケール・カテゴリー内のレコードに関するレポートを生成でき
るようになります。「すべて」、「時刻/日付」、「数値」、「通貨」、「文字タ
イプ」、および「照合」から選択できます。
v 「ビルド」。ロケールをビルドします。

カテゴリー・メニュー
「Categories (カテゴリー)」メニューから、種々のタイプの規則用の NLS カテゴリ
ー・ファイルを管理できます。使用可能なオプションは次のとおりです。
v 「時間/日付」
v 「数値」
v 「通貨」
v 「文字タイプ」
v 「照合」
v 「ウェイト表」
v 「言語情報」
先頭の 5 つのオプションはサブメニューを呼び出し、ユーザーは、そのサブメニュ
ーから、特定のカテゴリーのレコードをリスト、表示、作成、編集、削除、および
相互参照することができます。後ろの 2 つのオプションには、下で述べるような違
いがあります。
v 「ウェイト表」。このオプションは、次に示す 2 つの追加サブオプションがあり
ます。

第 5 章 NLS およびサーバー・ジョブ - 補足情報

39

– 「アクセント・ウェイト」。このオプションは、NLS.WT.LOOKUP ファイル
の中の、アクセントを参照するすべてのレコードをリストします。
– 「大/小文字ウェイト」。このオプションは、NLS.WT.LOOKUP ファイルの中
の、大/小文字を参照するすべてのレコードをリストします。
v 「言語情報」。このオプションは NLS.LANG.INFO ファイルを管理し、ファイル
内のレコードをリスト、表示、作成、編集、削除、および相互参照できるように
します。

インストール・メニュー
「Installation (インストール)」メニューはシステム構成ファイルを編集する場合、ま
たはマップを共有メモリーにインストールする場合に使用します。使用可能なオプ
ションは次のとおりです。
v 「uvconfig の編集」。このオプションから、uvconfig ファイル内の構成可能パラ
メーターを編集することができます。すべてのパラメーターを編集することもで
きるし、NLS、マップ、ロケール、またはクライアントを参照するパラメーター
だけを編集することもできます。
v 「マップ」。このオプションから、次のオプションを含む後続メニューが表示さ
れます。
– 「構成」。 NLS マップ構成プログラムを実行します。
– 「すべてバイナリー」。共有メモリーにインストールするために使用可能な、
すべてのビルド済みマップをリストします。
– 「メモリー内」。共有メモリーに現在インストール済みで、InfoSphere
DataStage 内で使用可能になっているすべてのマップの名前をリストします。
– 「(再) ビルド」。「マッピング」 メニューの「ビルド」オプションと同じ方
法で単一マップをコンパイルします。
– 「バイナリーの削除」。バイナリー・マップを削除します。これは、InfoSphere
DataStage が再始動されたときに有効になります。
v 「ロケール」。このオプションから、次のオプションを含む後続メニューが表示
されます。
– 「構成」。 NLS ロケール構成プログラムを実行します。
– 「すべてバイナリー」。共有メモリーにインストールするために使用可能な、
すべてのビルド済みロケールをリストします。
– 「メモリー内」。共有メモリーに現在インストール済みで、DataStage 内で使
用可能になっているすべてのロケールの名前をリストします。このオプション
は、SET.LOCALE コマンドがエラー locale not loaded で失敗したときに使
用してください。このオプションでは、ビルドされているが、ロードされてい
ないロケールを識別することができます。
– 「(再) ビルド」。単一ロケールをコンパイルします。
– 「バイナリーの削除」。バイナリー・ロケールを削除します。これは、
InfoSphere DataStage が再始動されたときに有効になります。
v 「言語別」。このオプションでは、特定の言語を指定することにより NLS を構
成できます。この構成プログラムは、ビルドすべき適切なロケールとマップ、お
よび uvconfig ファイル用の適切な構成を選択します。
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NLS データベース
このセクションでは、NLS データベース内のファイルについて説明します。すべて
の NLS 管理の実行に NLS.ADMIN コマンドを使用できますが、TCL に精通して
いる場合は、これらの表をリストして、直接編集することができます。
NLS データベースは、サーバー・エンジン・ディレクトリーの nls サブディレク
トリーに入っています。 nls ディレクトリーには、サブディレクトリー charset、
locales、および maps が入っています。
NLS ディレクトリーの各サブディレクトリーには、さらにサブディレクトリーが入
っています。例えば、listing および install サブディレクトリーなどが入ってい
ます。 listing には、マップおよびロケールをビルドしたときに生成されたリスト情
報が入っています (ユーザーがこのオプションを選択した場合)。 install には、メ
モリーにロードされるバイナリー・ファイルが入っています。
NLS ファイルの VOC 名は、接頭部 NLS で始まります (ファイルをオペレーティ
ング・システムから表示した場合は、この接頭部は付いていません)。ファイル名の
2 番目のパートは、ファイルが属する論理グループを示します。論理グループは次
のとおりです。
これらの文字は ...

このファイル・グループを表します ...

CLIENT

クライアント・プログラムから受け取ったデ
ータ

CS

Unicode 文字セットに関する情報

LANG

言語

LC

ロケール

MAP

文字セット・マップ

WT

ウェイト表

ファイル名の 3 番目のパートは、ファイルの内容を示します。例えば、
NLS.LC.COLLATE と呼ばれるファイルは、照合シーケンスに関する情報が入ってい
るロケール・グループに属する NLS ファイルです。
表 2 は、NLS データベース内のすべてのファイルのリストです。
表 2. NLS データベース・ファイル
ファイル

説明

NLS.CLIENT.LCS

InfoSphere DataStage に接続されているクラ
イアント・プログラムで使用されるロケール
を定義します。

NLS.CLIENT.MAPS

クライアント・プログラムで使用される文字
セットを定義します。
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表 2. NLS データベース・ファイル (続き)
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ファイル

説明

NLS.CS.ALPHAS

Unicode 標準でどの文字が英字と定義される
かを定義します。各レコード ID は、文字の
範囲の始点を表す 16 進コード・ポイント値
です。レコード自体は、その範囲内の最後の
文字を指定します。これらのデフォルト値
は、国別規則によってオーバーライドできま
す。このファイルを変更してはなりません。
このファイルは通知専用です。

NLS.CS.BLOCKS

1 つ以上の言語のセットとして、通常、一緒
に使用される文字を表す連続コード・ポイン
ト値のブロックを定義します。レコード ID
はブロック番号です。このファイルは、
NLS.CS.DESCS ファイルによって相互参照さ
れます。このファイルを変更してはなりませ
ん。このファイルは通知専用です。

NLS.CS.CASES

大文字バージョンと小文字バージョンを持つ
文字と、Unicode 標準に従った、この 2 つの
間のマップ方法を定義します。これらのデフ
ォルト値は、国別規則によってオーバーライ
ドできます。各レコード ID は、文字の 16
進コード・ポイントです。このファイルを変
更してはなりません。このファイルは通知専
用です。

NLS.CS.DESCS

InfoSphere DataStage NLS でサポートされる
各文字の説明が入っています。各文字はそれ
自身のレコードを持ち、その文字の 16 進コ
ード・ポイントをレコード ID として使用し
ます。説明は、Unicode 標準で使用される説
明に基づきます。このファイルを変更しては
なりません。このファイルは通知専用です。

NLS.CS.TYPES

Unicode 標準に従って、どの文字が数字、印
刷不可文字などであるかを定義します。これ
らのデフォルト値は、国別規則によってオー
バーライドできます。各レコード ID は、文
字の 16 進コード・ポイントです。このファ
イルを変更してはなりません。このファイル
は通知専用です。

NLS.LANG.INFO

言語に関する情報が入っています。言語、ロ
ケール、および文字セット・マップ間の可能
なマッピングを定義します。これは、NLS の
インストールとロケールに関する報告のため
に使用され、これを変更してはなりません。
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表 2. NLS データベース・ファイル (続き)
ファイル

説明

NLS.LC.ALL

InfoSphere DataStage で認識されるすべての
ロケールのためのレコードを保持していま
す。レコード ID はロケールの名前です。各
レコードのフィールドは、他のロケール・フ
ァイルの中のレコードの ID です。これらの
ファイルには、ロケールを形成するカテゴリ
ー (時刻、数値など) に関するデータが入っ
ています。このファイルのレコード・フォー
マットの説明については、『新規ロケールの
作成』を参照してください。

NLS.LC.COLLATE

このファイルの各レコードは、ロケールで使
用される照合シーケンスを定義します。照合
シーケンスは、それがデフォルトの照合シー
ケンスとどのように異なるかに従って定義さ
れます。このファイルのレコード・フォーマ
ットの説明については、『規則レコードのフ
ォーマット』を参照してください。

NLS.LC.CTYPE

このファイルの各レコードは、ロケールで使
用される文字タイプ情報、すなわち、どの文
字が英字、数字、小文字、大文字、印刷不可
であるかなどの情報を保持しています。文字
タイプは、それがデフォルトの文字タイプと
どのように異なるかに従って定義されます。
このファイルのレコード・フォーマットの説
明については、 『規則レコードのフォーマ
ット』を参照してください。

NLS.LC.MONETARY

このファイルの各レコードは、ロケールで使
用される通貨形式の規則を保持しています。
このファイルのレコード・フォーマットの説
明については、『規則レコードのフォーマッ
ト』を参照してください。

NLS.LC.NUMERIC

このファイルの各レコードは、ロケールで使
用される数値形式規則を保持しています。こ
のファイルのレコード・フォーマットの説明
については、『規則レコードのフォーマッ
ト』を参照してください。

NLS.LC.TIME

このファイルの各レコードは、ロケールの時
刻および日付形式の規則を保持しています。
このファイルのレコード・フォーマットの説
明については、『規則レコードのフォーマッ
ト』を参照してください。
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表 2. NLS データベース・ファイル (続き)
ファイル

説明

NLS.MAP.DESCS

InfoSphere DataStage で認識される各マップ
の説明が入っています。各マップのレコード
ID は、InfoSphere DataStage コマンドまたは
BASIC プログラムで使用されるマップ名で
す。レコード ID は、ASCII-7 文字のみで構
成しなければなりません。このファイルのレ
コード・フォーマットの説明については、
『新規マップの作成』を参照してください。

NLS.MAP.TABLES

外部文字セットを DataStage 内部文字セット
にマッピングするためのマップ表が入ってい
るタイプ 19 のファイル。このファイルの構
成について詳しくは、『新規マップの作成』
を参照してください。

NLS.WT.LOOKUP

Unicode 標準に基づいてソート時に文字に与
えられる順番が入っています。このファイル
を変更してはなりません。

NLS.WT.TABLES

ロケールで使用される文字に関する特定のウ
ェイト情報が入っています。このファイルの
構成について詳しくは、『ウェイト表の編
集』を参照してください。

規則レコードのフォーマット
ロケールはカテゴリーとして編成され、さらにカテゴリーは規則のセットで形成さ
れます。以下のセクションでは、規則レコードの中のフィールドを次の 5 つのカテ
ゴリーに分けて説明します。
v 時刻
v 数値
v 通貨
v 文字タイプ
v 照合

時刻レコード
次の表は、個々のフィールド番号、その表示名、および時刻情報と日付情報に関す
る説明を示しています。
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フィールド

名前

説明

0

Category Name

規則の名前。

1

Description

規則の説明。ここには、通常、この規則が
適用される地域およびこの規則を使用する
言語が記載されます。

2

Based on

この規則の基になる他の規則レコードの名
前。
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フィールド

名前

説明

3

TIMEDATE format

BASIC TIMEDATE 関数および TIME コ
マンドで使用される、時刻と日付を結合し
た形式。この値は、MT または TI 時間変
換コードと D または DI 日付変換コード
で構成されなければなりません。この 2
つのコードの記載順は任意です。 2 つの
コードをタブ文字、またはテキスト・マー
クまたはサブ値マークで分離しなければな
りません。

4

Full DATE format

TIME コマンドで使用される、日付と時刻
の完全結合形式。この値は、MT または
TI 時間変換コードと D または DI 日付変
換コードで構成されなければなりません。
この 2 つのコードの記載順は任意です。
2 つのコードをタブ文字、またはテキス
ト・マークまたはサブ値マークで分離しな
ければなりません。

5

Date `D' format

D 変換コードのデフォルト日付形式。この
値は、いずれかの D または DI 変換コー
ドでなければなりません。

6

Date `DI' format

DI 変換コードのデフォルト日付形式。こ
の値は、D 変換コードでなければなりませ
ん。順番は、DMY 順序 (フィールド 23)
で指定します。区切り文字は、日付区切り
文字 (フィールド 24) で指定します。

7

Time `MT' format

MT 変換コードのデフォルト時刻形式。こ
の値は、MT 変換コードでなければなりま
せん。ほとんどの場合、値 TI を使用して
ください。

8

Time `TI' format

TI 変換コードの形式。この値は、区切り
文字を指定する MT 変換コードでなけれ
ばなりません。デフォルトの区切り文字
は、時刻区切り文字 (フィールド 25) で指
定されたコロン (:) です。

9

Days of the week

曜日のフルネームの複数値リスト。例え
ば、Monday、Tuesday。フィールド 9 およ
び 10 は関連付けられた複数値のフィール
ドです。各フィールドに同じ数の値が存在
しなければなりません。

10

Abbreviated

曜日の省略名の複数値リスト。例えば、
Mon、Tue。フィールド 9 を参照してくだ
さい。

11

Month names

月のフルネームの複数値リスト。例えば、
January、February。フィールド 11 および
12 は関連付けられた複数値のフィールド
です。各フィールドに同じ数の値が存在し
なければなりません。
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46

フィールド

名前

説明

12

Abbreviated

月の省略名の複数値リスト。例えば、
Jan、Feb。フィールド 11 を参照してくだ
さい。

13

Chinese years

中国の干支の名前の複数値リスト (Monkey
から Sheep まで)。

14

AM string

正午前の時刻を 12 時間形式で表すために
使用されるストリング。

15

PM string

正午後の時刻を 12 時間形式で表すために
使用されるストリング。

16

BC string

グレゴリオ暦の日付 0001 年 1 月 01 よ
り前の日付に付加するストリング。前記日
付は、DataStage 内部日付の -718432 に対
応します。

17

年号の名前

年号の名前およびその開始日の複数値リス
ト。このリストは、最新の年号から始まり
ます。例えば、日本の年号は「Heisei」か
ら始まります。このフィールドは、ゼロ年
という年が複数回あるカレンダーを使用す
るロケールに使用できます。例えば、
1/1/543 BC から始まるタイの仏教年号で
す。 47 ページの『年号の名前の定義』を
参照してください。

18

Start date

InfoSphere DataStage 内部日付形式で指定
された、年号名の年号開始日。

19

HEADING/FOOTING
D format

HEADING および FOOTING ステートメ
ントで使用される D または DI 変換コー
ド。

20

HEADING/FOOTING
T format

HEADING および FOOTING ステートメ
ントで使用される MT または TI 変換コ
ード。

21

Gregorian calendar day 1

ユリウス暦からグレゴリオ暦にカレンダー
が変更される日付であって、InfoSphere
DataStage 内部日付として表されている日
付。デフォルトは -140607 であって、これ
は 1583 年 1 月 11 日に相当します。

22

Number of days skipped

ユリウス暦からグレゴリオ暦にカレンダー
が変更されるときにスキップされる日数。
デフォルトは 10 です。

23

Default DMY order

日、月、年の順序。例えば、DMY。

24

Default date separator

日、月、年の間に使用される区切り文字。
デフォルトはスラッシュ (/) です。

25

Default time separator

時間、分、秒の間に使用される区切り文
字。デフォルトはコロン (:) です。
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年号の名前の定義
ERA_NAMES フィールドの値は次のフォーマット・コードで構成できます。
Name [ %n ] [ string ]

Name は年号の名前です。
%n は 1 から 9 の数字、または文字 +、-、または Y です。
string は任意のテキスト・ストリングです。
%n 構文では、年号の名前に年号の年数を含めることができるようになっており、
年号の年数の計算方法が分かるようになっています。 %n が省略されると、%1 と
みなされます。
%n 構文の規則は次のとおりです。
v %1 - %9: % に続く数字は、この年号の 1 年目 n に使用される数値です。これ
は、実質的には年号の年数に加算されるオフセットです。これは、通常、1 また
は 2 です。
v %+: 年号の年数は、年数に対して逆方向に数えられます。すなわち、年号の年数
1 がユリウス暦の年 Y に対応する場合、年 2 は Y-1、年 3 は Y-2 などになり
ます。
v %- : %+ と同じですが、この場合、負の年号年数が使用されます。すなわち、1
年目 Y は -1、Y-1 は -2、Y-2 は -3 などです。
v %Y: 年号の年数にユリウス暦の年数が使用されます。年数は、4 桁の年数として
表示されます。
%+、%-、および %Y 構文は、年号の名前のリストの中の最新の年号名の中だけで
使用してください。すなわち、年号名のリストは日付の降順でなければならないの
で、最初の年号です。
string では、任意のテキスト・ストリングを年号名に付加できるようになっていま
す。これが必要になるのは、多くの場合、年号の 1 年目、すなわち、部分的な年の
後に何らかの修飾文字が続く場合です。したがって、実際の年号は 2 つの値に分割
されていて、それぞれの値が同じ年号名を持ち、一方は %1string で終了しますが、
他方は %2 で終了します。年号の名前はこのように定義する必要があります。

例
次の例は、DEFAULT および US-ENGLISH という名前のレコードの内容を示して
います。 US-ENGLISH レコードは、ENGLISH.NAMES レコードに基づいていま
す。空白のフィールドは、その定義は、基になっているカテゴリーから取り出され
ることを表します。基本カテゴリーがない場合、デフォルト・カテゴリーが使用さ
れます。
Time/Date Conventions for Locale DEFAULT
Category name............
Description..............
Based on.................
TIMEDATE format..........
.
Full DATE format.........

DEFAULT
System defaults
MTS
D4
D4WAMADY[", ", " ", ", "]
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. MT
Date ’D’ format.......... D4 DMBY
Date ’DI’ format......... D2-YMD
Time ’MT’ format......... TI
Time ’TI’ format......... MTS:
Days of the week................... Abbreviated.........
Sunday
Sun
Monday
Mon
Tuesday
Tue
Wednesday
Wed
Thursday
Thu
Friday
Fri
Saturday
Sat
Month names........................ Abbreviated........
January
Jan
February
Feb
March
Mar
April
Apr
May
May
June
Jun
July
Jul
August
Aug
September
Sep
October
Oct
November
Nov
December
Dec
Chinese years............ MONKEY
. COCK
. DOG
. BOAR
. RAT
. OX
. TIGER
. RABBIT
. DRAGON
. SNAKE
. HORSE
. SHEEP
AM string................ am
PM string................ pm
BC string................ BC
Era name................................ Start date....
Heisi
08 JAN 1989
Showa
25 DEC 1926
Taisho
30 JUL 1912
Meiji
08 SEP 1868
HEADING/FOOTING D format. D2HEADING/FOOTING T format. MTS
. D2Gregorian calendar day 1.
11 JAN 1583
Number of days skipped...
10
Default DMY order........
Default date separator...
Default time separator...
Time/Date Conventions for US-ENGLISH
Category name............
US-ENGLISH
Description..............
Territory=USA,Language=English
Based on.................
.ENGLISH.NAMES
TIMEDATE format..........
Full DATE format.........
Date ’D’ format..........
Date ’DI’ format.........
D2/MDY
Time ’MT’ format.........
Time ’TI’ format.........
MTHS:
Days of the week.............Abbreviated.........
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Month names..................... Abbreviated.........
Chinese years............
AM string................
PM string................
BC string................
Era name................................ Start date....
HEADING/FOOTING D format.
HEADING/FOOTING T format.
Gregorian calendar day 1.
Number of days skipped...
Default DMY order........ MDY
Default date separator...
Default time separator...

数値レコード
次の表は、個々のフィールド番号、その表示名、および説明を示しています。
フィールド

名前

説明

0

Category Name

規則の名前。

1

Description

規則の説明。ここには、通常、この
規則が適用される地域およびこの規
則を使用する言語が記載されます。

2

Based on

この規則の基になる他の規則レコー
ドの名前。

3

Decimal separator

小数点として使用される文字 (小数
点文字) この値は、単一文字または
文字の 16 進数 Unicode 値として表
記されます。

4

Thousands separator

3 桁の区切り記号として使用される
文字。この値は、単一文字または文
字の 16 進数 Unicode 値として表記
されます。区切り文字は不要である
ことを示すには、値 NONE を使用し
ます。

5

Suppress leading zero

1 から -1 の範囲の数値について、
先行ゼロを抑止するかどうかを定義
します。値 0 または N は、ゼロを
挿入することを意味します。他の値
はゼロを抑止します。

6

Alternative digits
(0 first)

ASCII 数字 0 から 9 に対応する代
替値として使用できる 10 個の値が
入っている複数値のフィールド。

次の例は、NLS.LC.NUMERIC ファイル内の DEFAULT ロケールと
DEC.COMMA+DOT ロケール (DE-GERMAN によって使用される) を示していま
す。 DEC.COMMA+DOT 規則は、DEFAULT に基づきます。
Numeric Conventions for DEFAULT
Category name.....
Description.......

DEFAULT
System defaults: Decimal separator =
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dot, thousands = comma
Based on..............
Decimal separator..... .
- FULL STOP
Thousands separator... ,
- COMMA
Suppress leading zero. 0
Alternative digits (0 first).
Numeric Conventions for DEC.COMMA+DOT
Category name......
Description........

DEC.COMMA+DOT
Decimal separator = comma,
thousands = dot
Based on.............. DEFAULT
Decimal separator..... ,
- COMMA
Thousands separator... .
- FULL STOP
Suppress leading zero.
Alternative digits (0 first).

文字タイプ・レコード
次の表は、文字タイプ・レコード内の個々のフィールド番号、その表示名、および
フィールドの説明を示しています。デフォルトの多くは、Unicode 設定値に直接に
基づいています。これらは、NLS 管理ツールの Unicode メニューから該当の項目を
選択することにより、表示できます。
フィールド 3 以降は、値を文字として、または Unicode 値として入力できます。
ダッシュ (-) で分離した値の範囲を指定することができます。
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フィールド

名前

説明

0

Category Name

規則の名前。

1

Description

規則の説明。ここには、通常、この規則
が適用される地域およびこの規則を使用
する言語が記載されます。

2

Based on

この規則の基になる他の規則レコードの
名前。

3

Lowercase

関連付けられた大文字の値が Unicode の
デフォルトと異なる小文字の値の複数値
リスト。

4

->Upper

フィールド 3 にリストされた文字と同等
の大文字の値の複数値リスト。

5

Uppercase

関連付けられた小文字の値が Unicode の
デフォルトと異なる大文字の値の複数値
リスト。

6

->Lower

フィールド 5 にリストされた文字と同等
の小文字の値の複数値リスト。

7

Alphabetics

英字であるが、Unicode デフォルトでは
英字として記述されていない文字の複数
値リスト。形式 BLOCK=nn を使用し
て、Unicode ブロック値としてこの値を
指定できます。ここで、nn は Unicode
ブロック番号です。
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フィールド

名前

説明

8

Non-Alphabetics

英字でないが、Unicode デフォルトでは
英字として記述されている文字の複数値
リスト。形式 BLOCK=nn を使用して、
Unicode ブロック値としてこの値を指定
できます。ここで、nn は Unicode ブロ
ック番号です。

9

Numerics

数字とみなされるべきであるが、Unicode
デフォルトでは数字として記述されてい
ない文字の複数値リスト。

10

Non-Numerics

数字とみなされないが、Unicode デフォ
ルトでは数字として記述されている文字
の複数値リスト。

11

Printables

印刷可能とみなされるべきであるが、
Unicode デフォルトでは印刷可能と記述
されていない文字の複数値リスト。

12

Non-Printables

印刷可能とみなされていないが、Unicode
デフォルトでは印刷可能と記述されてい
る文字の複数値リスト。

13

Trimmables

スペースおよびタブ文字に加えて、TRIM
機能によって削除される文字の複数値リ
スト。

.
スペイン語では、ñ 以外のアクセント付き文字は、大文字に変換されると、アクセ
ントが除去されます。フランス語では、すべてのアクセント付き文字が大文字では
アクセントが除去されます。
次の例では、ロケール FR-FRENCH が使用する NOACCENT.UPCASE と呼ばれる
規則 (DEFAULT に基づきます) と、それに基づく SPANISH と呼ばれる規則を示
します。
この例では、影響を受ける文字のみがフランス語およびスペイン語で一般に使用さ
れている文字です。 Unicode では、他の多くのアクセント付き文字があります。こ
の例は、MNEMONICS マップから取り出された <N?> を表示します。これによ
り、Unicode 値ではなく、非 ASCII 文字を簡単に入力できるようになります。
Character Type Conventions for ACCENTLESS.UPPERCASE
Category name. NOACCENT.UPCASE
Description... ISO8859-1 lowercase accented chars lose
accents in uppercase
Based on...... DEFAULT
Lowercase.............................. -> Uppercase...........................
00E0 - LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE 0041 - LATIN CAPITAL LETTER A
00E1 - LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE 0041 - LATIN CAPITAL LETTER A
00E2 - LATIN SMALL LETTER A WITH
0041 - LATIN CAPITAL LETTER A
CIRCUMFLEX
00E3 - LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE 0041 - LATIN CAPITAL LETTER A
00E4 - LATIN SMALL LETTER A WITH
0041 - LATIN CAPITAL LETTER A
DIAERESIS
00E5 - LATIN SMALL LETTER A WITH RING
0041 - LATIN CAPITAL LETTER A
ABOVE
00E7 - LATIN SMALL LETTER C WITH
0043 - LATIN CAPITAL LETTER C
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CEDILLA
00E8 - LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
00E9 - LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
00EA - LATIN SMALL LETTER E WITH
CIRCUMFLEX
00EB - LATIN SMALL LETTER E WITH
DIAERESIS
00EC - LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
00ED - LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
00EE - LATIN SMALL LETTER I WITH
CIRCUMFLEX
00EF - LATIN SMALL LETTER I WITH
DIAERESIS
00F1 - LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
00F2 - LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
00F3 - LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
00F4 - LATIN SMALL LETTER O WITH
CIRCUMFLEX
00F5 - LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
00F6 - LATIN SMALL LETTER O WITH
DIAERESIS
00F8 - LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
00F9 - LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
00FA - LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
00FB - LATIN SMALL LETTER U WITH
CIRCUMFLEX
00FC - LATIN SMALL LETTER U WITH
DIAERESIS
00FD - LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
00FF - LATIN SMALL LETTER Y WITH
DIAERESIS
Uppercase..............................

0045 - LATIN CAPITAL LETTER E
0045 - LATIN CAPITAL LETTER E
0045 - LATIN CAPITAL LETTER E
0045 - LATIN CAPITAL LETTER E
0049 - LATIN CAPITAL LETTER I
0049 - LATIN CAPITAL LETTER I
0049 - LATIN CAPITAL LETTER I
0049 - LATIN CAPITAL LETTER I
004E
004F
004F
004F

-

LATIN
LATIN
LATIN
LATIN

CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL

LETTER
LETTER
LETTER
LETTER

N
O
O
O

004F - LATIN CAPITAL LETTER O
004F - LATIN CAPITAL LETTER O
004F
0055
0055
0055

-

LATIN
LATIN
LATIN
LATIN

CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL

LETTER
LETTER
LETTER
LETTER

O
U
U
U

0055 - LATIN CAPITAL LETTER U
0059 - LATIN CAPITAL LETTER Y
0059 - LATIN CAPITAL LETTER Y
-> Lowercase................

Alphabetics.....
Non-Alphabetics.
Numerics........
Non-Numerics....
Printables......
Non-Printables..
Trimmables......
Character Type Conventions for SPANISH
Category name. SPANISH
Description... Language=Spanish - SMALL N WITH TILDE
keeps tilde on uppercasing
Based on...... NOACCENT.UPCASE
Lowercase.............................. -> Uppercase...........................
<n?> - LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE <N?> - LATIN CAPITAL LETTER N WITH
TILDE
Uppercase.............................. -> Lowercase...........................
Alphabetics.....
Non-Alphabetics.
Numerics........
Non-Numerics....
Printables......
Non-Printables..
Trimmables......
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照合レコード
次の表は、照合カテゴリー・レコードの個々のフィールド番号、その表示名、およ
び説明を示しています。フィールドの多くはブール値です。空のフィールドまたは
値 0 または N は、偽を表します。他の値はすべて真を表します。
フィールド

名前

説明

0

Category Name

規則の名前。

1

Description

規則の説明。ここには、通常、この規則が適
用される地域およびこの規則を使用する言語
が記載されます。

2

Based on

この規則の基になる他の規則レコードの名
前。

3

Accented Sort?

このフィールドは、文字に付けられたアクセ
ントが照合順序にどのように影響するかを決
めます。偽の値は、アクセントは個別には照
合されないことを表します。真の値は、ソー
ト時にアクセントは競合時の調停機能として
使用されることを表します。 『照合』を参
照してください。

4

In reverse?

フィールド 3 でアクセント付き照合が指示
された場合、このフィールドは、その照合の
検索方向を決めます。偽の値は前方照合を表
します。真の値は逆の照合を表します。

5

Cased Sort?

このフィールドは、文字の大/小文字を照合時
に検討するかどうかを決めます。偽の値は、
大/小文字は個別には検討されないことを表し
ます。真の値は、照合時にアクセントは競合
時の調停機能として使用されることを表しま
す。

6

Lowercase first?

フィールド 5 で大/小文字照合が指示されて
いる場合、このフィールドは、大/小文字どち
らの文字を先に照合するかを決めます。偽の
値は、小文字が先に照合されることを表しま
す。真の値は、大文字が先に照合されること
を表します。

7

Expand

照合の前に拡張される文字の Unicode 値が記
載されている複数値のフィールド。 『縮小
と拡張』を参照してください。

8

Expanded

文字の拡張後の値を提供する、フィールド 7
に関連付けられた複数値のフィールド。各値
は、タブ文字またはスペースで分離された 1
つ以上の Unicode 値にできます。フィールド
2 で指定された基の規則から継承された拡張
をオーバーライドするには、フィールド 7
および 8 に同じ複数値を入力してくださ
い。 (他の方式については、フィールド 10
の説明を参照してください。)
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フィールド

名前

説明

9

Before?

フィールド 7 および 8 に関連付けられた、
拡張される文字の照合方法を決める複数値の
フィールド。偽の値は、文字は拡張後に照合
されることを表します。真の値は、文字は拡
張前に照合されることを表します。

10

Contract

縮小後の文字の Unicode 値のペアのリストを
記載している複数値のフィールド。値はタブ
文字またはスペースで分離しなければなりま
せん。フィールド 2 で指定された基の規則
から継承された拡張をオーバーライドするに
は、このフィールドに値を入力し、フィール
ド 11 に、対応する空の値を入力してくださ
い。 『縮小と拡張』を参照してください。

11

Before

フィールド 10 に関連付けられた複数値のフ
ィールド。照合順序において、縮小した先行
するペアの後に続く文字の Unicode 値を示し
ます。

12

Weight Tables

このロケールでの文字のウェイト情報を示す
複数値のフィールド。この値は、
NLS.WT.TABLES ファイルの中のレコード
ID でなければなりません。デフォルトは、
ロケールの名前です。ウェイト情報は、この
フィールドで記載されたウェイトで処理され
ます。

次の例は、DEFAULT、GERMAN、および SPANISH という名前の照合レコードを
示します。
v DEFAULT は拡張または縮小を行いませんが、Unicode 値以外の順番で照合を行
います。
v GERMAN は DEFAULT 照合シーケンスを使用しますが、拡張を行います。
v SPANISH も DEFAULT に基づいていますが、8 個の縮小を行います。
Collating Sequence Conventions for DEFAULT
Category name.... DEFAULT
Description...... System defaults
Based on.........
Accented Sort?... N
In reverse?...... N
Cased Sort?...... N
Lowercase first?. N
Expand -------------------->..... Before? Expanded.. ..........................
Contract... ----------------------->..... Before ..............................
Weight Tables....
.
.
.
.
.
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LATIN1-DEFAULT
LATINX-DEFAULT
LATINX2-DEFAULT
LATINX3-DEFAULT
GREEK-DEFAULT
CYRILLIC-DEFAULT

Collating Sequence Conventions for GERMAN
Category name.... GERMAN
Description...... Language=German
Based on......... DEFAULT
Accented Sort?... Y
In reverse?...... N
Cased Sort?...... Y
Lowercase first?. N
Expand -------------------->..... Before? Expanded.. ..........................
<ss>
LATIN SMALL LETTER SHARP S
N S S
LATIN CAPITAL LETTER S
LATIN CAPITAL LETTER S
Contract... ----------------------->..... Before ..............................
Weight Tables....
Collating Sequence Conventions for SPANISH
Category name.... SPANISH
Description...... Language=Spanish
Based on......... DEFAULT
Accented Sort?... Y
In reverse?...... N
Cased Sort?...... Y
Lowercase first?. N
Expand -------------------->..... Before? Expanded.. ..........................
Contract... ----------------------->..... Before
C H
LATIN CAPITAL LETTER C
D
LATIN CAPITAL LETTER H
C h
LATIN CAPITAL LETTER C
D
c h
LATIN SMALL LETTER C
d
LATIN SMALL LETTER H
c H
LATIN SMALL LETTER C
d
LATIN CAPITAL LETTER H
L L
LATIN CAPITAL LETTER L
M
LATIN CAPITAL LETTER L
L l
LATIN CAPITAL LETTER L
M
LATIN SMALL LETTER L
l l
LATIN SMALL LETTER L
m
LATIN SMALL LETTER L
l L
LATIN SMALL LETTER L
m
LATIN CAPITAL LETTER L
Weight Tables.... LATIN-SPANISH

..............................
LATIN CAPITAL LETTER D
LATIN CAPITAL LETTER D
LATIN SMALL LETTER D
LATIN SMALL LETTER D
LATIN CAPITAL LETTER M
LATIN CAPITAL LETTER M
LATIN SMALL LETTER M
LATIN SMALL LETTER M

照合
照合は、多くの言語にとって複雑な問題です。 Unicode 値の数値順に文字セットを
照合するだけでは十分ではありません。同じ文字セットを共有するロケールが、し
ばしば、異なる照合規則を使用します。例えば、次のようなことが、西ヨーロッパ
の言語の照合に影響を与える主要な問題です。
v アクセント付き文字。アクセント付き文字はアクセントなしの同等文字の前に来
るのか、後に来るのか? または、アクセントは、比較される 2 つのストリング
が、アクセントなしでは同一の場合にのみ (競合時の調停機能として) 検査すべき
か。
v 拡張文字。言語によっては、照合の目的で、一部の単一文字を 2 つの個別の文字
として扱うことがあります。
v 縮小文字。言語によっては、文字のペアを、ペアが単一文字であるかのように照
合することがあります。
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v 大/小文字を考慮するか? 大/小文字の違いを、他の点については同一のストリング
の競合時の調停機能として使用するか? 使用する場合、大/小文字のどちらが先に
来るか?
v ハイフンまたは他の句読点を、競合時の調停機能として考慮するか?

InfoSphere DataStage の照合方法
このような照合問題を克服するために、DataStage は、各 Unicode 文字に 3 個まで
の順番を割り当てられるようにしています。ウェイトとは、照合時に、その文字の
代わり使用される数値です。 3 個の順番は次のとおりです。
ウェイトのタイプ

意味

共有順

本質的に同じすべての文字は、アクセントま
たは大/小文字が違っても、同じ共有ウェイト
を持ちます。

アクセント順

このウェイトは、アクセント付き文字の優先
順位を示します。照合規則で、照合の方向が
決められます。

大/小文字順

このウェイトは、大/小文字で違いがありま
す。照合規則で、大/小文字の優先順位が決め
られます。

照合が開始される前に、InfoSphere DataStage は、照合規則で定義されている文字を
拡張または縮小します。照合は次のように行われます。
1. 文字が共有順で比較されます。
2. 2 つの文字が同じ共有順の場合、それらはアクセント順で比較されます。
3. アクセント順が同じ場合、大/小文字順で比較されます。

アクセント付き照合の例
次の表は、アクセントのみが異なる 4 つのフランス語の単語が、ウェイト表がどの
ように構成されているかに応じて、2 通りの方法でどのように照合されるかを示し
ています。
順序

アクセント付き照合

アクセントなし照合

1

cote

cote

2

côte

coté

3

coté

côte

4

côté

côté

アクセント付き照合では、単語は、フランス語の辞書に書かれるであろう順序にな
っています。 (辞書の順序は、実際には、アクセント付き照合の逆です。) それぞれ
のアクセント付き文字は、アクセントなしの場合と同じ共有順を持ちます。順序
は、アクセント順を参照することにより決定されます。
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アクセントなし照合では、それぞれのアクセント付き文字は、アクセントなしの同
等の文字とは関係のない、別の共有順を持ちます。順序は、共有順でのみ決定され
ます。

大/小文字型照合の例
3 つの単語 Aaron、Aardvark、および aardvark を使用して、大/小文字が照合にどの
ように影響するかを示します。
順序

大/小文字型照合

非大/小文字型照合

1

Aardvark

Aardvark

2

aardvark

Aaron

3

Aaron

aardvark

大/小文字型照合では、Aaron は aardvark の後になっています。文字「A」と「a」
は同じ共有順だからです。大/小文字順は、大/小文字以外では同一の 2 つのストリ
ング、すなわち、Aardvark および aardvark についてのみ検討されます。
非大/小文字型照合では、Aaron は aardvark の前にあります。文字「A」と「a」は
異なる共有順だからです。

共有順とブロック
Unicode は、関連する文字のブロックに分割されています。例えば、キリル文字は
1 つのブロックを形成し、ヘブライ語はもう 1 つのブロックを形成します。ほとん
どの事情において、複数のブロックの文字を同時に照合することが必要になること
はなさそうです。共有順は、各 Unicode ブロック内で文字が正しく照合されるよう
に割り当てられています。

縮小と拡張
言語によっては、文字のペアを、ペアが単一文字であるかのように照合することが
あります。照合の目的で、一部の単一文字を 2 つの個別の文字として扱う言語もあ
ります。このような縮小と拡張は、InfoSphere DataStage が照合を開始する前に行わ
れます。
例えば、スペイン語では、文字ペア CH および LL (大/小文字のどの組み合わせで
あっても) は、単一の個別の文字として扱われます。 CH は照合シーケンスの中で
C と D の間に入り、LL は L と M の間に入ります。 InfoSphere DataStage は、
照合が開始される前にこれらの文字ペアを特定します。ドイツ語では、文字 ß は、
照合が開始される前に SS に拡張されます。

ウェイト表の編集
異なる言語の文字セットの照合は複雑な問題です。各文字は、ソートでの数値比較
に使用されるウェイトの値が割り当てられていますが、ロケールをカスタマイズし
たい場合、別の方法でソートするようにウェイトの値を変更することができます。
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NLS 管理メニューから「カテゴリー」 > 「ウェイト表」 > 「編集」 を選択する
ことにより、ロケールのウェイト表を変更することができます。文字に割り当てら
れたウェイトに対する変更は、その Unicode 値から取り出されたデフォルトのウェ
イトをオーバーライドします。
順番は NLS.WT.TABLES ファイルに保持されていますが、このファイルはタイプ
19 のファイルです。ファイルの各レコードに以下が入っている可能性があります。
v コメント行。コメント行の先頭は # または * です。
v Unicode コード・ポイントに対するウェイトの値のセット
ウェイトの値の各行には以下のフィールドが含まれ、フィールドは少なくとも 1 つ
の ASCII スペースまたはタブ文字で分離されます。
character [block.weight / ] shared.weight accent.weight case.weight [comments]

character は、Unicode 文字値です。これは、必要に応じてゼロで埋め込まれた 4 桁
の 16 進数字でなければなりません。
block.weight / shared.weight の値は、必要に応じてスラッシュ (/) で分離された 1
つまたは 2 つの 10 進整数です。 block.weight は 1 から 127 が可能です。
shared.weight は 1 から 32767 が可能です。 block.weight が省略されると、それ
は、character が属する Unicode ブロック番号の値と解釈されます。 shared.weight
はハイフンとして指定できますが、その場合、shared.weight にハイフンなしで指定
された最新のウェイト値の行の値と解釈されます。アクセントおよび大/小文字が無
視される場合に一緒にソートすべき文字は、同じ block.weight / shared.weight 値を
持たなければなりません。
accent.weight は、1 から 63 の 10 進整数です。これはハイフンとして指定できま
すが、その場合、accent.weight にハイフンなしで指定された最新のウェイト値の行
の値と解釈されます。アクセントのみで区別される文字は、同じ block.weight /
shared.weight 値を持ち、accent.weight 値は異なっていなければなりません。このフ
ィールドに割り当てる標準的な値のリストは、NLS.WT.LOOKUP ファイルの中の
「AW...」で始まるレコードをリストすることにより、見つかります。
case.weight は、1 から 7 の 10 進整数か、大文字および小文字を示す文字 U また
は L でなければなりません。 case.weight はハイフンとして指定できますが、その
場合、case.weight にハイフンなしで指定された最新のウェイト値の行の値と解釈さ
れます。大/小文字のみで区別される文字は、同じ block.weight / shared.weight 値お
よび同じ accent.weight 値を持ち、case.weight 値は異なっていなければなりません。
このフィールドに割り当てる標準的な値のリストは、NLS.WT.LOOKUP ファイルの
中の「CW...」で始まるレコードをリストすることにより、見つかります。
comments は任意の文字を指定できます。

全体のウェイトの計算
character に割り当てられた全体のウェイトは、次の公式を使用して計算できます。
( block.weight x 224 ) + ( shared.weight x 29 )
+ ( accent.weight x 23 ) + case.weight
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表に character の記載がない場合、デフォルトのウェイトは次のように計算されま
す。
( BW x 224 ) + ( SW x 29 )

BW は、その文字の Unicode ブロック番号です。 SW は、ブロック内のその文字
の位置によって異なります。先頭文字の SW は 1、2 番目の文字の SW は 2 とい
うようになります。

ウェイト表の例
次の例は、トルコ語の文字の照合に使用されるウェイト表を示します。
* Sorting weight table for TURKISH characters (from ISO8859/9)
* in order on top of LATIN1/LATINX tables. These characters are:
*
* BETWEEN G and H: G BREVE
* BETWEEN H and J: I WITH DOT ABOVE (uppercase version of SMALL I 0069)
*
DOTLESS I (lowercase version of CAPITAL I 0049)
* (Note: the sequence is H, dotless I, I dot + accented versions, J, ...)
* BETWEEN S and T: S CEDILLA
*
* SYNTAX:
* Each non-comment line gives one or more weights for a character,as
* follows (character value in hex, weights in decimal):
* Field 1 = Unicode character value
* Field 2 = Shared weight (characters that sort together if
*
accents and case were to be disregarded should
*
have the same SW)
*
Or, Block Weight/Shared Weight. This form allows
*
characters in different Unicode blocks to have
*
equal SWs. If BW is omitted, only SWs for characters in
*
the same block are equal.
* Field 3 = Accent weight, or ’-’ to omit or copy from previous.
*
Please use values as defined in the file NLS.WT.LOOKUP.
* Field 4 = Case weight, or ’U’ for upper and ’L’ for lower case chars.
*
**************************************************************
* HEX
(BW/)SW
AW
CW
* After G:
011E
4/1092
5
U * G WITH BREVE
011F
5
L
* I, dotted and undotted:
* (Note we do not use AWs here, but use SWs to differentiate
* these characters from the unaccented versions.)
0049
4/1109
U * I
0131
L * DOTLESS I
0130
4/1110
U * I WITH DOT ABOVE
0069
L * I
* S cedilla
015E
4/1232
40
U * S WITH CEDILLA
015F
40
L
*
* END
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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 3. 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 4. 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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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
す。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
v F1 キーを押します。F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときでも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage™
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

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

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