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メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

第 1 章 メインフレーム・ジョブの開発
メインフレーム・ジョブは個別のステージで構成されます。これらのステージは、データ・ソース、デー
タ・ターゲット、または変換プロセスを表すために使用されます。ステージはジョブに追加され、
InfoSphere™ DataStage®、および QualityStage デザイナーを使用して、互いにリンクされます。リンクされ
たステージは、1 つ以上のデータ・ソースから最終データウェアハウスへのデータの流れと操作を表しま
す。
メインフレーム・ジョブを開発するには、次のステップを実行する必要があります。
v ユーザーのメインフレーム・データ・ソースおよびターゲットのためのメタデータのインポートまたは
手動による作成
v メインフレーム・ジョブの作成
v ジョブ・ステージのデザイン
v ジョブ・プロパティーの編集
ジョブの開発を開始する前に、InfoSphere DataStage、および QualityStage アドミニストレーターを使用し
て、プロジェクトの計画とセットアップを行ってください。

メタデータのインポート
メインフレームのデータ・ソースおよびターゲットで使用する表定義を最も速く簡単に指定する方法は、次
のファイル・フォーマットのいずれかから、メタデータをインポートする方法です。
v アセンブラー・ファイル定義
v COBOL ファイル定義
v DB2® DCLGen ファイル定義
v IMS™ 定義
v PL/I ファイル定義
メタデータのリポジトリーへのインポートは、デザイナー・クライアントを使用して行います。メインフレ
ーム・ジョブで使用するためのメタデータのインポート方法については、 11 ページの『第 4 章 メインフ
レーム・ジョブのためのメタデータのインポート』 に説明があります。

メインフレーム・ジョブの作成
プロジェクトのセットアップとメタデータのインポートが完了すると、ジョブを作成する準備が完了です。
ジョブは、デザイナー・クライアントを使用して作成します。

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 > 「IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナー」とクリックして、デザイナー・クライアントを開始します。
デザイナー・クライアントは、デスクトップのショートカット・アイコンから開始することもできま
す。
2. 「プロジェクトへアタッチ」ダイアログ・ボックスが表示されます。ログオン詳細を入力して、プロジ
ェクトへアタッチします。
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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3. 「デザイナー・クライアント」ウィンドウが開き、デフォルトで「新規」ダイアログ・ボックスが表示
されます。次の方法のいずれかを使用して、新規メインフレーム・ジョブを作成します。
v 「新規」ダイアログ・ボックスで「ジョブ」フォルダーを選択し、「メインフレーム・ジョブ」アイ
コンをクリックして、次に「OK」をクリックします。
v デザイナー・クライアントのツールバーで「新規」矢印をクリックし、「メインフレーム・ジョブ」
を選択します。
デザイナー・クライアントの右のペインにダイアグラム・ウィンドウが表示され、メインフレーム・ジ
ョブのツール・パレットが下部の左のペインに表示されます。
デザイナー・クライアントのウィンドウは、以下の部分で構成されています。
v ユーザーがジョブをデザインする「ダイアグラム」ウィンドウ。
v プロジェクトのコンポーネントを表示する「リポジトリー」ウィンドウ。
v デザイナー・クライアント機能を選択する「ツールバー」。
v ジョブ・コンポーネントを選択する「ツール・パレット」。
v ウィンドウ・コンポーネントの 1 行ヘルプ、およびジョブ処理の現在の状況についての情報を表示
する「ステータス・バー」。
以下のステップを実行して、デザイナー・クライアントをカスタマイズし、開始時に新規メインフレー
ム・ジョブを作成できます。
4. 「ツール」 > 「オプション」と選択します。 「オプション」ダイアログ・ボックスが表示されます。
5. 左のペインのオプション・ツリーの「デフォルト」分岐の下の「全般」を選択します。
6. 「新規作成」をクリックし、リストで「メインフレーム」を選択します。
「ファイル」 > 「保存」と選択して、ジョブを保存します。「メインフレーム・ジョブとして保存」
ダイアログ・ボックスで、項目名を入力し、「OK」をクリックしてジョブを保存します。

ジョブ・ステージのデザイン
ジョブは、デザイナー・クライアントのダイアグラム・ウィンドウでデザインし開発します。各データ・ソ
ース、データ・ターゲット、および処理手順は、ジョブ・デザインのステージという形式で示されます。各
ステージをリンクしてデータ・フローを指定します。
ステージは、パッシブである場合とアクティブである場合があります。パッシブ・ステージは、データの抽
出や書き込みのための、ソースおよびターゲット表へのアクセスを処理します。アクティブ・ステージはデ
ータ・フローをモデル化し、あるデータ・タイプから別のタイプへのデータ変換、データ・ストリーム結
合、およびデータのアグリゲートに関する機構を提供します。
ステージの追加やリンクはツール・パレットを使用して実行します。メインフレーム・ツール・パレット
は、ステージを編成して、以下のグループに分けます。
v データベース。これらのステージは、データベースの中のデータの読み取りと書き込みを行います。
v ファイル。これらのステージは、ファイルまたはファイルのセットに入っているデータの読み取りと書
き込みを行います。
v 処理。これらのステージは、ステージをパススルーしてくるデータに対して処理を行います。
次の表に、利用できるステージの種類と、各ステージの機能の簡単な説明を示します。
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タイプ

ステージ

関数

データベース

IMS

IMS データベースからデータを読み
取ります。

( 27 ページの『IMS ステージ』)
データベース

Relational
( 30 ページの『Relational ステージ』)

z/OS プラットフォームの DB2 表と
の間で、データの読み取りまたはデー
タのロードを行います。

データベース

Teradata FastExport ユーティリティー
を使用して、z/OS プラットフォーム
( 38 ページの『Teradata Export ステー の Teradata データベース表からデー
ジ』)
タを読み取ります。

データベース

Teradata Load

Teradata Export

( 45 ページの『Teradata Load ステー
ジ』)
データベース

Teradata Relational
( 52 ページの『Teradata Relational ス
テージ』)

Teradata ロード・ユーティリティーと
一緒に使用する場合に互換性のあるフ
ォーマットで、順次ファイルにデータ
を書き込みます。
z/OS プラットフォームの Teradata デ
ータベース表との間で、データの読み
取りまたはデータの書き込みを行いま
す。

ファイル

コンプレックス・フラット・ファイ
ル・データ構造からデータを読み取り
( 60 ページの『Complex Flat File ステ ます。
ージ』)

ファイル

DB2 Load Ready Flat File

Complex Flat File

( 71 ページの『DB2 Load Ready Flat
File ステージ』)

ファイル

Delimited Flat File
( 76 ページの『Delimited Flat File ス
テージ』)

区切り文字付きフラット・ファイルと
の間でデータの読み取りまたはデータ
の書き込みを行います。

ユーザー作成プログラムへの呼び出し
を定義することによって、外部ソース
( 82 ページの『External Source ステー にあるデータを読み取ります。
ジ』)

ファイル

External Source

ファイル

External Target

ファイル

Fixed-width Flat File

ユーザー作成プログラムへの呼び出し
を定義することによって、外部ターゲ
( 91 ページの『External Target ステー ットにデータを書き込みます。
ジ』)

( 98 ページの『Fixed-width Flat File
ステージ』)
ファイル

IBM® DB2 バルク・ローダー機能と
互換性のあるフォーマットで、順次フ
ァイルまたは区切り文字で区切られて
いるファイルにデータを書き込みま
す。

Multi-format Flat File
( 106 ページの『Multi-format Flat File
ステージ』)

シンプル・フラット・ファイルとの間
でデータの読み取りまたはデータのロ
ードを行います。
複数のレコード・タイプが入っている
ファイルからデータの読み取りを行い
ます。
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タイプ

ステージ

関数

処理

Aggregator

入力データをグループに分け、合計や
その他の合計機能を計算し、そのデー
タをジョブ内の別のステージに渡しま
す。

( 112 ページの『Aggregator ステー
ジ』)
処理

Business Rule
( 117 ページの『Business Rule ステー
ジ』)

SQL ビジネス・ルール・ロジックを
適用し、複雑なデータ変換処理を実行
します。

処理

入力行についての外部 COBOL ルー
チンへの呼び出しを定義し、ジョブ内
( 124 ページの『External Routine ステ の別のステージにデータを出力しま
ージ』)
す。

処理

FTP

External Routine

ファイルを別のマシンに転送します。

( 132 ページの『FTP ステージ』)
処理

Join
( 135 ページの『Join ステージ』)

処理

Link Collector
( 142 ページの『Link Collector ステー
ジ』)

処理

Lookup
( 144 ページの『Lookup ステージ』)

処理

Sort
( 163 ページの『Sort ステージ』)

処理

Transformer
( 167 ページの『Transformer ステー
ジ』)

2 つの入力データ・ストリームを結合
し、そのデータを、ジョブ内の別のス
テージに渡します。
複数の入力リンクにあるデータを、単
一出力リンクに結合します。

テーブル・ルックアップを使用してデ
ータをマージし、それをジョブ内の別
のステージに渡します。
入力データを、列値の昇順または降順
にしたがってソートし、それをジョブ
内の別のステージに渡します。
入力データをフィルタリングおよび変
換処理して、これを、ジョブ内の別の
ステージに出力します。

ツール・パレットの「全般」グループには、ステージを互いにリンクし、ダイアグラム注釈を追加するボタ
ンが入っています。
メインフレーム・ジョブには、少なくとも 1 つのアクティブ・ステージがなければならず、また、ジョブ
内のそれぞれのステージには、少なくとも 1 つのリンクがなければなりません。 1 つのジョブでは、ステ
ージの 1 つのチェーンだけしか使用できません。アクティブ・ステージには、少なくとも 1 つの入力リン
クと 1 つの出力リンクがなければなりません。パッシブ・ステージは、パッシブ・ステージにリンクでき
ません。 1 つのジョブの中で、Relational ステージと Teradata Relational ステージを使用することはでき
ません。
5 ページの表 1 に、メインフレームのステージ・タイプ間で使用できるリンクを示します。
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表 1. メインフレーム・ステージ・リンケージ
リンク先:
リンク元:

パッシブ・ステージ・タイプ

アクティブ・ステージ・タイプ

Complex Flat File

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

Multi-format Flat File

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

IMS

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

Fixed-width Flat File

Aggregator、Business Rule、External
Routine、FTP、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

Delimited Flat File

Aggregator、Business Rule、External
Routine、FTP、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

DB2 Load Ready Flat
File

FTP

Relational

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

Teradata Relational

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

Teradata Export

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

External Source

Aggregator、Business Rule、External
Routine、Join、Link Collector、Lookup
Input、Lookup Reference、Sort、Transformer

Transformer

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

Business Rule

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

Link Collector

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

Join

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer
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表 1. メインフレーム・ステージ・リンケージ (続き)
リンク先:
リンク元:

パッシブ・ステージ・タイプ

アクティブ・ステージ・タイプ

Lookup

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

Aggregator

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

Sort

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

External Routine

DB2 Load Ready Flat File、Delimited Flat
File、External Target、Fixed-width Flat
File、Relational、Teradata Load、Teradata
Relational

Business Rule、External Routine、Link
Collector、Lookup Input、Transformer

ステージとリンクをデザイナー・クライアントのキャンバスに追加したら、ステージを編集して、使用する
データと、そのデータの処理方法を指定する必要があります。データは入力リンクを通じてステージに入
り、出力リンクを通じてステージから出ていきます。ステージのプロパティー、各入力/出力リンクのデー
タ、必要な集計や変換はステージ・エディターを使用して指定します。メインフレーム・ジョブ・ステージ
の各タイプに対応する、さまざまなステージ・エディターがあります。本書の残りの章では、ステージ・エ
ディター、および、各ステージの個々の特性について説明します。

ジョブ・プロパティーの編集
プロジェクトのそれぞれのジョブにはプロパティーがあり、これには、ジョブ・パラメーター、および、ジ
ョブ・レベル・ドキュメンテーションを提供するオプションの説明が含まれます。ユーザーは、ジョブのス
テージを通してグローバル変数として使用できるジョブ・パラメーターを定義できます。これらのパラメー
ターの実際の値は、メインフレームでジョブが実行されるときにアクセスされる別個のファイルで保守され
ます。
また、メインフレーム・ジョブは、コードを生成する際に使用される情報を指定する環境プロパティーを使
用します。さらに、ユーザーは、JCL 拡張変数を定義して、InfoSphere DataStage によって生成された JCL
をカスタマイズできます。
また、メインフレーム・ジョブ・プロパティーには、フラット・ファイル NULL インジケーターの設定
値、世紀区切り年、デフォルトの日付形式、式のセマンティック・チェック、および、オペレーショナル・
メタデータの生成が含まれます。 (注: 出力仕様が多数入っているジョブでセマンティック・チェックを実
行すると、パフォーマンスに影響します。)
デザイナー・クライアントでジョブ・プロパティーを表示して編集するには、ジョブを開いて「編集」 >
「ジョブ・プロパティー」 を選択します。
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第 2 章 開発後処理
メインフレーム・ジョブの開発を完了すると、コードを生成する準備は完了です。次に、このコードはメイ
ンフレーム・マシンにアップロードされ、そこでジョブがコンパイルされ実行されます。

コードの生成
このタスクについて
メインフレーム・ジョブのコードを生成するには、デザイナー・クライアントでジョブを開いて、「ファイ
ル」 > 「コード生成」と選択します。 または、ツールバーで「コード生成」をクリックします。「コー
ド生成」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、コード生成パス、
COBOL プログラム名、コンパイル JCL ファイル名、および、実行 JCL ファイル名が表示されます。
COBOL コードおよび JCL ファイルを生成するための「生成」ボタン、生成されたコードを表示するため
の「表示」ボタン、および、コードが生成された後でジョブをアップロードするための「ジョブのアップロ
ード」ボタンがあります。また、進行状況表示バー、および、状況メッセージ用の表示域もあります。
「生成」をクリックすると、ユーザーのジョブ・デザインが自動的に検証されてから、COBOL ソース、コ
ンパイル JCL、および、実行 JCL の各ファイルが生成されます。
「ランタイム情報のトレース」リストのオプションを選択すると、プログラム実行中にプログラム・フロー
とデータ・フローを印刷できます。さらに、「カスタマイズのための COPY ステートメントを作成」チェ
ック・ボックスを選択すると、COBOL プログラムをカスタマイズできます。また、COPY ライブラリー
の接頭部を指定することにより、COPYLIB メンバーの複数のバージョンを作成して管理できます。
コードの生成について詳しくは、 185 ページの『第 6 章 コード生成およびジョブのアップロード』を参照
してください。

ジョブのアップロード
このタスクについて
ジョブをアップロードするには、コードを生成した後で、メインメニューで「ファイル」 > 「ジョブのア
ップロード」 を選択するか、「コード生成」ダイアログ・ボックスで「ジョブのアップロード」 をクリッ
クします。「リモート・システム」ダイアログ・ボックスが表示され、ターゲット・メインフレーム・シス
テムへの接続に関する情報を指定できます。ターゲット・マシンに正常に接続すると、「ジョブのアップロ
ード」ダイアログ・ボックスが表示され、実際にジョブをアップロードできます。
ジョブのアップロードについて詳しくは、 185 ページの『第 6 章 コード生成およびジョブのアップロー
ド』を参照してください。

複数のジョブのコンパイルおよびアップロード
コンパイラー・ウィザードを使用すると、1 つのプロジェクトの中の複数のジョブをコンパイルし、アップ
ロードできます。コンパイラー・ウィザードは、コマンド・ラインから、またはデザイナー・クライアント
内から呼び出すことができます。ウィザードの使用について詳しくは、 194 ページの『複数のジョブのコン
パイル』を参照してください。
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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第 3 章 プログラミング・リソース
メインフレーム・ジョブ内で、外部ソースからのデータの読み取り、外部ルーチンの呼び出し、式の作成、
または、InfoSphere DataStage が生成したコードのカスタマイズなどの、一定のプログラミング・タスクを
実行する必要がある場合があります。
External Source ステージを使用すると、外部データ・ソースから行をリトリーブできます。外部ソース・
プログラムを作成したら、外部ソース・ルーチンをリポジトリーに作成します。次に、External Source ス
テージを使用して、ユーザーのジョブ・デザインの中に、外部ソース・プログラムを表します。外部ソー
ス・プログラムは、InfoSphere DataStage 生成 COBOL プログラムから呼び出されます。外部ソース・プロ
グラムの呼び出しについて詳しくは、 82 ページの『External Source ステージ』 を参照してください。
External Target ステージを使用すると、外部データ・ターゲットに行を書き込むことができます。外部ター
ゲット・プログラムを作成したら、外部ターゲット・ルーチンをリポジトリーに作成します。次に、
External Target ステージを使用して、ユーザーのジョブ・デザインの中に、外部ターゲット・プログラムを
表します。外部ターゲット・プログラムは、InfoSphere DataStage 生成 COBOL プログラムから呼び出され
ます。外部ターゲット・プログラムの呼び出しについて詳しくは、 91 ページの『External Target ステー
ジ』 を参照してください。
External Routine ステージを使用すると、ユーザーの環境に固有の複雑な処理または機能性を、InfoSphere
DataStage 生成の COBOL プログラムに取り込むことができます。 External Source または External Target
ステージの場合と同様に、まず外部プログラムを作成し、次に外部ルーチンをリポジトリーに定義し、最後
に、External Routine ステージをジョブ・デザインに追加します。詳しくは、 124 ページの『External
Routine ステージ』 を参照してください。
式は、結合およびルックアップを実行するための、列の出力仕様、制約、SQL 節、ステージ変数、および
条件を定義するために使用されます。 InfoSphere DataStage 式エディターは、列の出力仕様、制約、およ
びステージ変数を Transformer ステージに、さらに、列の出力仕様およびステージ変数を Business Rule ス
テージに定義する際に役立ちます。また、これは、Relational、Teradata Relational、および Teradata Load
の各ステージの入力列を更新するのに使用されます。式グリッドは、制約をソース・ステージに定義する、
さらに、SQL 節を Relational、Teradata Relational、Teradata Export、および Teradata Load の各ステージに
定義する際に役立ちます。また、キー式を Join ステージおよび Lookup ステージに定義する際にも役立ち
ます。式の定義方法について詳しくは、個々のステージ・エディターが説明されている章に記載されていま
す。さらに、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 には、ユーザーがメインフレーム式で使用で
きるプログラミング・コンポーネントに関する参照情報が記載されています。
ユーザーは、また、ショップの規格に合うように InfoSphere DataStage 生成 COBOL プログラムをカスタ
マイズできます。処理は、プログラムの初期化および終了の両時点で行うことができます。さらに、さまざ
まな警告およびエラー・メッセージに関連したテキストを変更でき、また、COPYLIB メンバーの複数のバ
ージョンを作成し、管理することができます。詳しくは、 187 ページの『コードのカスタマイズ』を参照し
てください。

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポー
ト
このトピックでは、表定義および IMS 定義を含め、メインフレーム・データ・ソースからメタデータをイ
ンポートする方法について説明します。これらの定義には、データウェアハウスの中の、それぞれのデー
タ・ソースおよびデータ・ターゲットのメタデータが含まれます。これらの定義は、ジョブの各ステージで
使用されるデータを指定します。
表定義は、InfoSphere DataStage リポジトリーにインポートすることによって、その正確さを増し、時間を
節約できます。そうすることにより、プロジェクトのすべてのジョブで表定義を共有できます。
表定義をインポートできない場合は、リポジトリーに定義を手動で作成してからジョブを開発するか、ジョ
ブ・デザイン中にステージ・エディターに直接列を定義できます。ジョブ・デザイン中に入力された列は、
「列」タブで「名前を付けて保存」 をクリックすることによってリポジトリーに表定義として保存でき、
これを、その他のジョブで使用することができます。ジョブ・デザイン中に列を表定義として保存すること
について詳しくは、本書の、個々のステージ・エディターの章を参照してください。

表定義のインポート
メインフレームの表定義には、COBOL ファイル定義 (CFD)、DB2 DCLGen ファイル (DFD)、アセンブラ
ー・ファイル定義 (AsmFD)、PL/I ファイル定義 (PL/I FD)、および、Teradata 表定義が含まれます。

COBOL ファイル定義
COBOL ファイル定義には、ファイル・フォーマットを COBOL 用語で記述した、テキスト・ファイル形
式のデータ記述ステートメントが入っています。 CFD は、COBOL プログラムから直接 InfoSphere
DataStage リポジトリーにインポートできます。 CFD ファイルは、複数の表定義を入れることができ、
COBOL コピーブックまたは COBOL ソース・プログラムのどちらでもかまいません。
COBOL FD をインポートする前に、有効な COBOL 構文が入っていることを確認してください。
InfoSphere DataStage は、レベル番号 02 から 49 をサポートし、以下の節を認識します。
v OCCURS
v OCCURS DEPENDING ON
v PICTURE
v REDEFINES
v SIGN
v SYNCHRONIZED
v USAGE
以下の項目は取り込まれません。
v レベル番号 66 および 88 (これらは列のコメントになります)
v SQL 予約語であるデータ・エレメント名 (リストについては 277 ページの『第 15 章 予約語』 を参
照)

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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少なくとも 1 個の 01 レベルを CFD ファイルに定義する必要があります。 01 レベルにある名前は、
InfoSphere DataStage のデフォルトの表名になります。コメントは、開始位置の前の列にアスタリスクを入
れて指定する必要があります。
CFD をインポートするときに InfoSphere DataStage がサポートするネイティブ・データ・タイプについて
詳しくは、 227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。

CFD のインポート
CFD をインポートできます。

手順
1. 次のいずれかの方法で、「メタデータのインポート (CFD)」ダイアログ・ボックスを開きます。
v メインメニューで、「インポート」 > 「表定義」 > 「COBOL ファイル定義」と選択します。
v リポジトリー・ツリーで「表定義」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニューで「表定
義のインポート」 > 「COBOL ファイル定義」と選択します。
2. 「COBOL ファイル記述のパス名」フィールドで、CFD ファイルがあるパス名を入力するか参照しま
す。 CFD ファイルは、InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションか、または、クライア
ント・ワークステーションから表示できるネットワークになければなりません。キャプチャー・ファイ
ルのデフォルトの拡張子は *.cfd です。
3. 「開始位置」フィールドで、表の説明が始まる開始列 (01 レベル) を指定します。デフォルトの開始位
置は 8 です。開始位置は、2 から 80 の間の任意の値に変更できます。 InfoSphere DataStage では、
開始位置から 64 の位置の使用が許可されています。例えば、開始位置が 2 の場合、最後の有効な列位
置は 65 になります。
4. 「列コメント結合」フィールドで、コメント行を、CFD ファイルの列に関連付ける方法を指定します。
デフォルトでは、コメント行を、その後に続く列に関連付けます。
5. インポートする項目を「表」リストで選択します。このリストは、CFD パス名を指定すると表示されま
す。必要な場合は、「更新」をクリックしてリストを更新します。表名をクリックして単一表を選択す
るか、Ctrl キーを押しながら表名 (複数) をクリックして複数の表を選択します。すべての表を選択す
るには、「すべて選択」をクリックします。
表のサマリー説明を表示するには、表名を選択して「詳細」をクリックします。「詳細」ダイアログ・
ボックスが開き、表名、説明、および列名が表示されます。
6. 「インポート先フォルダー」フィールドで、CFD を保存するリポジトリー・フォルダーの名前を指定し
ます。デフォルトは、Table Definitions¥COBOL FD¥filename です。 フォルダーの変更は、別の名前を
入力するか、参照することで行えます。
7. 「インポート」をクリックします。 CFD ファイルにあるデータが抽出され、構文解析されます。構文
エラーまたは意味エラーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアログ・ボックスが開き、これ
を使用して、エラーの表示と修正、正しくない項目のインポートのスキップ、または、インポート・プ
ロセスをすべて中止できます。詳しくは、 21 ページの『表定義の表示と編集』を参照してください。

DB2 DCLGen ファイル
DCLGen ファイルは、ファイル・フォーマットを DB2 用語で記述したデータ定義ステートメントをテキ
スト・ファイルで提供します。 DCLGen ファイルは、DB2 データベースからエクスポートされた後で、
リポジトリーにインポートできます。 1 つの DCLGen ファイルには、表定義を 1 つしか入れられませ
ん。 InfoSphere DataStage は、SQL 宣言を使用して列定義を決めます。
DCLGen ファイルをインポートするときは、以下の条件が適用されます。
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v 列は SQL 用語で定義されます。
v 引用符付き名前は、オーナー、表、または列の名前には使用できません。
v DB2 の名前は、使用する DB2 バージョンで許可されている長さを超えることはできません。
v NOT NULL が指定されていない場合は、NULL と見なされます。
DCLGen ファイルをインポートするときに InfoSphere DataStage がサポートするネイティブ SQL デー
タ・タイプについては、 227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』を参照してください。

DCLGen ファイルのインポート
DCLGen ファイルをインポートできます。

手順
1. 次のいずれかの方法で「メタデータのインポート (DCLGen)」ダイアログ・ボックスを開きます。
v メインメニューで「インポート」 > 「表定義」 > 「DCLGen ファイル定義」と選択します。
v リポジトリー・ツリーで「表定義」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニューで「表定
義のインポート」 > 「DCLGen ファイル定義」を選択します。
2. 「DCLGen パス名」フィールドで、DCLGen ファイルがあるパス名を入力するか参照します。
DCLGen ファイルは、InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションか、または、クライア
ント・ワークステーションから表示できるネットワークになければなりません。キャプチャー・ファイ
ルのデフォルトの拡張子は *.dfd です。
3. 「開始位置」フィールドには、なにも入力しないでください。このフィールドは、DCLGen ファイルで
は使用されません。 InfoSphere DataStage は、表定義を EXEC SQL DECLARE ステートメントから取
り込みます。
4. 「表」リストで、インポートする表を選択します。このリストは、DCLGen パス名を指定すると、表示
されます。必要な場合は、「更新」をクリックしてリストを更新します。
5. 表のサマリー説明を表示するには、表名を選択して「詳細」をクリックします。「詳細」ダイアログ・
ボックスが開き、表タイプ、オーナー、説明、および列名が表示されます。
6. 「インポート先フォルダー」 フィールドで、DCLGen ファイルを保存するリポジトリー・フォルダー
の名前を指定します。デフォルトのフォルダーは、Table Definitions¥DB2 Dclgen¥filename です。別の
名前を入力するか、参照できます。
7. 「インポート」をクリックします。 DCLGen ファイルにあるデータが抽出され、構文解析されます。
構文エラーまたは意味エラーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアログ・ボックスが開き、
これを使用して、エラーの表示と修正、正しくない項目のインポートのスキップ、または、インポー
ト・プロセスをすべて中止できます。詳しくは、 21 ページの『表定義の表示と編集』を参照してくださ
い。

アセンブラー・ファイル定義
アセンブラー・ファイル定義は、アセンブラー構文を使用して、表定義内のレコードを記述します。アセン
ブラー・ファイルには、複数のレコード定義を入れることができます。レコード記述項目は DSECT キー
ワードで始まり、基本項目を入れることができます。
アセンブラー・ソース・ファイルおよびリスト作成ファイルの両方を InfoSphere DataStage リポジトリー
にインポートできます。アセンブラー・ソース・ファイルには、以下のデフォルト値があります。
v 開始桁は列 1 です。
v 終了桁は、開始桁プラス 70 です。
第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポート
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v 継続表示桁は、開始桁プラス 71 です。
v 継続開始桁は、開始桁プラス 15 です。
アセンブラーのリスト作成ファイルのデフォルト値は次のとおりです。
v 開始桁は列 42 です。
v 終了桁は、開始桁プラス 70 です。
v 継続表示桁は、開始桁プラス 71 です。
v 継続開始桁は、開始桁プラス 15 です。
v 開始桁より前のステートメントは処理されません。
v 継続表示桁より後のステートメントは処理されません。
注: リスト作成ファイルのオフセットは、IBM アセンブラーを使用して計算されます。別のベンダーの
アセンブラーを使用する場合は、インポートする前に調整が必要です。
コメントは、開始桁にアスタリスクを入れて指定し、ステートメント・フィールド内に入れる必要がありま
す。コメントは、命令ステートメントとその継続行の間に入れることはできません。最初の DSECT キー
ワードの前に入れられたコメントは表の説明 (すべて) になります。 AsmFD の絶対パスおよびファイル名
および現行日時は、表の説明 (略記) として保存されます。
インポート・プロセスでは、QSAM_SEQ_COMPLEX というタイプの InfoSphere DataStage 表が作成され
ます。アセンブラー・データ・タイプは、表 2 に説明されているように、取り込み中に COBOL ネイティ
ブ・データ・タイプに変換されます。
表 2. アセンブラー・データ・タイプの変換
アセンブラー・
タイプ

COBOL ネイティブ・タイ
プ

COBOL USAGE 表記
1

SQL タイプ

B

CHARACTER

PIC X(n)

Char

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

D

FLOAT

COMP-2

Decimal

E

FLOAT

COMP-1

Decimal

F

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

G

NCHAR

PIC N(n)

NChar

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

L

CHARACTER

PIC X(n)

Char

P

DECIMAL

COMP-3 SIGNED

Decimal

X

CHARACTER

PIC X(n)

Char

Z

DISPLAY NUMERIC

PIC S9(n)

Decimal

1

(n) はバイト数に等しい。

InfoSphere DataStage 式エディターは、ビット操作を実行する関数を提供します。

AsmFD のインポート
AsmFD をインポートできます。
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手順
1. 以下のいずれかの方法で、「メタデータのインポート (ASM)」ダイアログ・ボックスを開きます。
v メインメニューで、「インポート」 > 「表定義」 > 「アセンブラー・ファイル定義」と選択しま
す。
v リポジトリー・ツリーで「表定義」フォルダーを右クリックし、ポップアップ・メニューで「表定義
のインポート」 > 「アセンブラー・ファイル定義」を選択します。
2. 「アセンブラー・ファイル記述パス名」フィールドで、AsmFD ファイルがあるパス名を入力するか参
照します。ファイルは、InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションか、または、クライ
アント・ワークステーションから表示できるネットワークになければなりません。キャプチャー・ファ
イルのデフォルトの拡張子は、ソース・ファイルの場合は *.asm、リスト作成ファイルの場合は *.lst
です。
3. 「開始位置」フィールドで、表の説明が始まる開始列 (レベル 1) を指定します。デフォルトでは、ソ
ース・ファイルの場合は 1 で、リスト作成ファイルの場合は 42 です。
4. 「列コメント結合」フィールドで、コメント行を、アセンブラー・ファイルの列に関連付ける方法を指
定します。デフォルトでは、コメント行を、その後に続く列に関連付けます。列定義は、各列の説明の
一部としてコメントに含められます。列定義を説明から除外する場合は、「列説明を含める」チェッ
ク・ボックスをクリアします。
5. インポートする項目を「表」リストで選択します。このリストは、ソース・ファイルのパス名を指定す
ると、表示されます。必要な場合は、「更新」をクリックしてリストを更新します。表名をクリックし
て単一表を選択するか、Ctrl キーを押しながら表名 (複数) をクリックして複数の表を選択します。す
べての表を選択するには、「すべて選択」をクリックします。
表のサマリー説明を表示するには、表名を選択して「詳細」をクリックします。「詳細」ダイアログ・
ボックスが開き、表名、説明、および列名が表示されます。
6. 「インポート先フォルダー」フィールドで、AsmFD を保存するリポジトリー・フォルダーの名前を指
定します。デフォルトのフォルダーは、Table Definitions¥Assembler¥filename です。 フォルダーの変
更は、別の名前を入力するか、参照することで行えます。
7. 「インポート」をクリックします。データが抽出され、構文解析されます。構文エラーまたは意味エラ
ーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアログ・ボックスが開き、これを使用して、エラーの
表示と修正、正しくない項目のインポートのスキップ、または、インポート・プロセスをすべて中止で
きます。詳しくは、 21 ページの『表定義の表示と編集』を参照してください。

PL/I ファイル定義
PL/I ファイル定義は、PL/I 言語構造体を使用して、表定義内のレコードを記述します。 PL/I FD には、
複数のレコード定義を入れることができます。レコード記述項目は DECLARE または DCL キーワードで
始まり、基本項目を入れることができます。
PL/I ソース・ファイルおよびリスト作成ファイルの両方を InfoSphere DataStage リポジトリーにインポー
トできます。
PL/I FD をインポートするときは、以下の条件が適用されます。
v レベル番号 1 から 49 が取り込まれます。最初のレベル番号は 1 でなければなりません。構造内のレ
ベルの最大数は 15 で、最大レベル番号は 255 です。
v ファイルが DEFINED または DEF 属性を使用しない場合、レベル 1 のフィールド名は、InfoSphere
DataStage のデフォルトの表名になります。

第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポート
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v 30 文字という COBOL 制限を超えるフィールド名はトリムされます。
v フィールド名は、ステージ名またはリンク名と同じであってはならず、また、COBOL 予約語または
SQL 予約語も使用できません。(リストについては、 277 ページの『第 15 章 予約語』 を参照。)
v バイナリー・データおよび 10 進データの最大精度は、31 符号付きまたは 32 符号なしです。拡張バイ
ナリー浮動小数の最大精度は 53 です。
v ピクチャー文字は、COBOL 表示数値データに直接マッピングする数字データでのみサポートされます。
v PL/I マクロおよび複素数データ項目はサポートされません。
注: リスト作成ファイルのオフセットは、IBM PL/I コンパイラーを使用して計算されます。別のベンダ
ーの PL/I コンパイラーを使用する場合は、インポートの前に調整が必要です。
コメントは /* で始まり、*/ で終わる必要があります。 PL/I FD の絶対パスとファイル名、および、現行
日付と時間が表の説明 (略記) として保存されます。最初の DCL または DECLARE レベル 1 の前に入れ
られたコメントは、説明 (すべて) になります。さらに、レベル 1 変数宣言に定義されたコメントは、す
べて説明 (略記) に追加されます。レベル n (n > 1) 変数定義に、または変数定義間に定義されたその他の
コメントは、列説明になります。
インポート・プロセスでは、QSAM_SEQ_COMPLEX というタイプの InfoSphere DataStage 表が作成され
ます。 PL/I データ・タイプは、表 3 に説明されているように、取り込み中に COBOL ネイティブ・デー
タ・タイプに変換されます。
表 3. PL/I データ・タイプの変換
PL/I タイプ
1

BIT(n)

COBOL ネイティブ・タイ
プ
CHARACTER

(詳しくは、 18 ページの
『BIT データ・タイプの
例』を参照。)

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ

位置合わせあり、または前 Char
回のフィールドが非 BIT の
場合位置合わせなし:
PIC X(n/8) または
PIC X((n/8)+1) n/8 の結果
が剰余になる場合
位置合わせなし、さらに前
回のフィールドが BIT (`p'
は前回のフィールドのビッ
ト数):
PIC X((p+n)/8) または
PIC X(((p+n)/8)+1) (p+n)/8
の結果が剰余になる場合

CHARACTER(n)

CHARACTER

PIC X(n)

Char

CHARACTER(n)
VARYINGZ

CHARACTER

PIC X(n+1)

Char

GRAPHIC(n)

GRAPHIC_N

PIC N(n)

NChar

GRAPHIC(n) VARYINGZ

GRAPHIC_N

PIC N(n+2)

NVarChar

WIDECHAR(n)

GRAPHIC_N

PIC N(n)

NChar

WIDECHAR(n) VARYINGZ

GRAPHIC_N

PIC N(n+2)

NVarChar
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表 3. PL/I データ・タイプの変換 (続き)
PL/I タイプ

COBOL ネイティブ・タイ
プ

DECIMAL FIXED (p,s)

DECIMAL

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ

符号付き: PIC S9(p-s)V9(s)
COMP-3

Decimal

符号なし: PIC 9(p-s)V9(s)
COMP-3
BINARY FIXED (p,s)

CHARACTER

PIC X(1)

Char

2 バイト BINARY 接頭部
プラス CHARACTER

位置合わせあり、または前 VarChar
回のフィールドが非 BIT の
場合位置合わせなし:

符号付き: 1 ≤ p ≤ 7 符号
なし: 1 ≤ p ≤ 8
BIT(n) VARYING
(詳しくは、 18 ページの
『BIT データ・タイプの
例』を参照。)

PIC S9(4) COMP および
PIC X(n/8) または
PIC X((n/8)+1) n/8 の結果
が剰余になる場合
位置合わせなし、さらに前
回のフィールドが BIT (`p'
は前回のフィールドのビッ
ト数):
PIC S9(4) COMP および
PIC X((p+n)/8) または
PIC X(((p+n)/8)+1) (p+n)/8
の結果が剰余になる場合

CHARACTER(n) VARYING

VARCHAR

PIC S9(4) COMP

VarChar

PIC X(n)
GRAPHIC(n) VARYING

VARGRAPHIC

PIC S9(4) COMP

NVarChar

PIC N(n)
WIDECHAR(n) VARYING

VARGRAPHIC

PIC S9(4) COMP

NVarChar

PIC N(n)
BINARY FIXED (p,s)

2 バイト BINARY

符号なし: PIC 9(4) COMP

符号付き: 8 ≤ p ≤ 15 符号
なし: 9 ≤ p ≤16
BINARY FIXED (p,s)

4 バイト BINARY

符号付き: PIC S9(9) COMP Decimal
符号なし: PIC 9(9) COMP

符号付き: 16 ≤ p ≤ 31 符
号なし: 17 ≤ p ≤ 32
BINARY FLOAT(p)

符号付き: PIC S9(4) COMP Decimal

4 バイト FLOAT

PIC COMP-1

Decimal

1 ≤ p ≤ 21
第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポート
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表 3. PL/I データ・タイプの変換 (続き)
PL/I タイプ

COBOL ネイティブ・タイ
プ

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ

DECIMAL FLOAT(p)

CHARACTER

PIC X(4)

Char

8 バイト FLOAT

PIC COMP-2

Decimal

CHARACTER

PIC X(8)

Char

DISPLAY NUMERIC

符号付き: PIC S9(q)V9(s)

Decimal

1 ≤ p ≤ 6
BINARY FLOAT(p)
22 ≤ p ≤ 53
DECIMAL FLOAT(p)
7 ≤ p ≤ 16
PICTURE

符号なし: PIC 9(q)V9(s)

`(q)9V(s)9'
POINTER

CHARACTER

PIC X(4)

Char

1

(n) はバイト数に等しい。

BIT データ・タイプの例
ある種の BIT および BIT VARYING データ・タイプは、特殊な処理が必要です。以下の例は、取り込み
中に、InfoSphere DataStage が、これらのデータ・タイプをどのように処理するかを示しています。
1. BIT 列の配列が列の長さに乗算され、配列がドロップされます。例えば、
BITCOL1(16) BIT(01)

が、以下のようになります。
BITCOL1 BIT(16)

2. 位置合わせなし BIT 列が全バイト (長さが 8 で除算でき、剰余がない) で保管される場合、列名は保
存されます。
例えば、次のようになります。
BITCOL1 BIT(8)
BITCOL2 BIT(16) UNALIGNED

が、以下のようになります。
BITCOL1 PIC X(1)
BITCOL2 PIC X(2)

3. BIT 列が別の BIT 列 (位置合わせあり、または位置合わせなし) の後に続き、全バイトで保管できない
(長さを 8 で除算すると剰余ができる) 場合、第 2 列が第 1 列にマージされます。例えば、
BITCOL1 BIT(5)
BITCOL2 BIT(6) UNALIGNED

が、以下のようになります。
BITCOL1 PIC X(2)

4. BIT VARYING 列はマージされません。
5. GROUP BIT 列は、1 つのエレメントに縮小されます。例えば、
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03 BIT S1
05 S11 BIT(1)
05 S12 BIT(1)
05 S13 BIT(1)
05 S14 BIT(1)
05 S15 BIT(1)
05 S16 BIT(1)
05 S17 BIT(1)
05 S18 BIT(1)
03 BIT S2
05 S21 BIT(1)
05 S22 BIT(1)
05 S23 BIT(1)
05 S24 BIT(1)
05 S25 BIT(1)
05 S26 BIT(1)
05 S27 BIT(1)
05 S28 BIT(1)

は、以下のように縮小されます。
03 BIT S1 BIT(8)
03 BIT S2 BIT(8)

これは以下のようになります。
PIC X(1)
PIC X(1)

グループ・エレメントの数が 8 で均等に除算できない場合、第 2 のグループの列が第 1 のグループの
列にマージされます。例えば、次のようになります。
03 BIT S1
05 S11
05 S12
05 S13
05 S14
05 S15
03 BIT S2
05 S21
05 S22
05 S23
05 S24
05 S25
05 S26
05 S27

BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)
BIT(1)

は、以下のように縮小されます。
03 BIT S1 BIT(5)
03 BIT S2 BIT(7)

次に、第 2 のグループの列が、次に示すように、第 1 のグループの列にマージされます。
03 BIT S1 BIT(12)

最終結果は次のようになります。
PIC X(2)

InfoSphere DataStage 式エディターは、ビット操作を実行する関数を提供します。詳しくは、 197 ページの
『第 7 章 プログラマーの参照』を参照してください。

PL/I FD のインポート
PL/I FD をインポートできます。
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手順
1. 次のいずれかの方法で、「メタデータのインポート (PL/I)」ダイアログ・ボックスを開きます。
v メインメニューで「インポート」 > 「表定義」 > 「PL/1 ファイル定義」と選択します。
v リポジトリー・ツリーで「表定義」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニューで「表定
義のインポート」 > 「PL/I ファイル定義」と選択します。
2. 「PL/I ファイル・ディスクリプション・パス名」 フィールドで、PL/I FD があるパス名を入力するか
参照します。 PL/I FD は、InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションか、または、クラ
イアント・ワークステーションから表示できるネットワークになければなりません。キャプチャー・フ
ァイルのデフォルトの拡張子は、ソース・ファイルの場合は *.pli または *.pl1、また、リスト作成ファ
イルの場合は *.lst です。
3. 「開始位置」フィールドで、表の説明が始まる開始列 (レベル 1) を指定します。デフォルトでは、ソ
ース・ファイルの場合は 1 で、リスト作成ファイルの場合は 15 です。
4. 「列コメント結合」フィールドで、コメント行を、PL/I FD の列に関連付ける方法を指定します。デフ
ォルトでは、コメント行を、その後に続く列に関連付けます。列定義は、各列の説明の一部としてコメ
ントに含められます。列定義を説明から除外する場合は、「列説明を含める」チェック・ボックスをク
リアします。
5. インポートする項目を「表」リストで選択します。このリストは、PL/I FD パス名を指定すると、表示
されます。必要な場合は、「更新」をクリックしてリストを更新します。表名をクリックして単一表を
選択するか、Ctrl キーを押しながら表名 (複数) をクリックして複数の表を選択します。すべての表を
選択するには、「すべて選択」をクリックします。
表のサマリー説明を表示するには、表名を選択して「詳細」をクリックします。「詳細」ダイアログ・
ボックスが開き、表名、説明、および列名が表示されます。
6. 「インポート先フォルダー」 フィールドで、PL/I FD ファイルを保存するリポジトリー・フォルダー
の名前を指定します。デフォルトのフォルダーは Table Definitions¥PLI¥filename になります。フォル
ダーの変更は、別の名前を入力するか、参照することで行えます。
7. 「インポート」をクリックします。データが抽出され、構文解析されます。構文エラーまたは意味エラ
ーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアログ・ボックスが開き、これを使用して、エラーの
表示と修正、正しくない項目のインポートのスキップ、または、インポート・プロセスをすべて中止で
きます。詳しくは、 21 ページの『表定義の表示と編集』を参照してください。

Teradata 表
このタスクについて
リポジトリーに Teradata 表定義をインポートするには、「ODBC 表定義」メニュー・オプションを使用す
るか、または、サーバー・ジョブ用に Teradata 補足ステージがインストールされている場合は「プラグイ
ン・メタデータ定義」メニュー・オプションを使用できます。どちらのケースも、後で「表定義」ダイアロ
グ・ボックスを開いて、手動でメインフレーム・プラットフォーム・タイプとアクセス・タイプを変更する
必要があります。

手順
1. 次のいずれかの方法で「メタデータのインポート」ダイアログ・ボックスを開きます。
v メインメニューで、「インポート」 > 「表定義」 > 「ODBC 表定義」、または「インポート」 >
「表定義」 > 「プラグイン・メタデータ定義」と選択します。
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v リポジトリー・ツリーで、「表定義」フォルダーを右クリックし、さらに、ショートカット・メニュ
ーで、「表定義のインポート」 > 「ODBC 表定義」、または「表定義のインポート」 > 「プラグ
イン・メタデータ定義」と選択します。
このダイアログ・ボックスを使用して Teradata データ・ソースに接続します (Teradata 補足ステージ
の場合は、ウィザードが表示され、指示に従いながら手順を進めることができます)。
2. 必要な接続の詳細を入力し、「OK」をクリックします。接続が行われると、ダイアログ・ボックスが
更新され、インポートできる表定義の詳細が表示されます。
3. インポートする表定義を選択し、「OK」をクリックします。表定義メタデータが InfoSphere DataStage
リポジトリーにインポートされます。
4. リポジトリー・ツリーの「表定義」フォルダーを展開し、Teradata 表定義をダブルクリックするか、こ
れを選択し、ショートカット・メニューで「プロパティー」を選択します。「表定義」ダイアログ・ボ
ックスが表示されます。
5. 「全般」ページで、メインフレーム・プラットフォーム・タイプを OS390 に変更し、メインフレー
ム・アクセス・タイプを Teradata に変更します。
6. 「OK」をクリックして、変更を保存します。

表定義の表示と編集
表定義を表示、編集することができます。

このタスクについて
メインフレーム表定義をインポートしたら、デザイナー・クライアントで、表定義を表示して編集できま
す。

手順
1. リポジトリー・ツリーで表定義をダブルクリックするか、ショートカット・メニューで「プロパティ
ー」を右クリックして選択します。
2. 「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスにはページが最大 9 ペー
ジありますが、メインフレーム表定義には、全般、列、およびレイアウトの各ページだけが適用されま
す。
v 「全般」ページでは、データ・ソースのタイプと名前、表の名前とファイル名、メインフレーム・プ
ラットフォーム・タイプおよびアクセス・タイプ、オーナー、および、データの説明 (略記) および
説明 (すべて) が表示されます。これらのフィールドは、どれでも編集できます。
v 「列」ページでは、インポートされたデータの列定義が表示されます。列メタデータは、次の 2 つ
の方法で編集できます。
– グリッドで直接編集するには、変更するセルをダブルクリックするか、ショートカット・メニュー
で「セルの編集」を右クリックして選択します。
– 「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを開くには、ショートカット・メニューで、変更した
い行の任意のセルを右クリックして「行の編集」を選択するか、Ctrl+E を押します。
メインフレーム・ジョブでの「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの使用については、 239
ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
列定義を削除するには、削除したい行の任意のセルをクリックして「削除」キーを押すか、ショー
トカット・メニューで「行の削除」を選択します。
第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポート
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v 「レイアウト」ページには、表内の列定義のスキーマ形式が表示されます。データ表現を次の 3 つ
のフォーマットのいずれか 1 つで表示するためのオプションを選択します。
– パラレル。OSH レコード・スキーマを表示します。右クリックすると、*.osh フォーマットのテキ
スト・ファイルとしてレイアウトが保存されます。
– COBOL。COBOL PICTURE 節、開始および末尾のオフセット、および、各列のストレージ長を含
む、COBOL 表現を表示します。右クリックすると、レイアウトが HTML ファイルとして保存さ
れます。
– 標準。SQL タイプ、長さ、スケールなどの SQL 表現を表示します。
3. 「OK」をクリックして、すべての変更を保存し、「表定義」ダイアログ・ボックスを閉じます。

IMS 定義のインポート
IMS 定義を、データベース・ディスクリプション (DBD) ファイルおよびプログラム指定ブロック (PSB)
ファイルから、InfoSphere DataStage リポジトリーにインポートできます。 DBD は、IMS データベースの
構造を定義します。 PSB は、IMS データベースのアプリケーションのビューを定義します。 DBD をイ
ンポートしてから、関連 PSB をインポートしてください。
InfoSphere DataStage は、DBD ファイルから以下の節を取り込みます。
v DBD
v DATASET
v AREA
v SEGM
v LCHILD
v FIELD
v XDFIELD
v DBDGEN
v FINISH
v END
PSB ファイルから取り込まれた節には、以下のものがあります。
v PCB
v SENSEG
v SENFLD
v PSBGEN
v END
IMS 定義は、IMS バージョン 5 以上からインポートできます。 表 4 に示すように、IMS フィールド・
タイプは、取り込みの実行中に、COBOL ネイティブ・データ・タイプに変換されます。
表 4. IMS フィールド・タイプの変換
IMS フィールド・
タイプ

COBOL ネイティブ・タイ
プ

COBOL USAGE 表記
1

SQL タイプ

X

CHARACTER

PIC X(n)

Char

P

DECIMAL

PIC S9(n)V9(0) COMP-3

Decimal
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表 4. IMS フィールド・タイプの変換 (続き)
IMS フィールド・
タイプ

COBOL ネイティブ・タイ
プ

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

F

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

1

(n) はバイト数に等しい。

InfoSphere DataStage 式エディターは、ビット操作を実行する関数を提供します。詳しくは、 197 ページの
『第 7 章 プログラマーの参照』を参照してください。

IMS データベース・ディスクリプションのインポート
IMS DBD をインポートできます。

手順
1. メインメニューで、「インポート」 > 「IMS 定義」 > 「データベース・ディスクリプション
(DBD)」を選択します。「IMS データベース (DBD) のインポート」ダイアログ・ボックスが開きま
す。
2. 「IMS ファイル記述のパス名」フィールドで、IMS ファイルがあるパス名を入力するか参照します。
IMS ファイルは、InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションか、または、クライアン
ト・ワークステーションから表示できるネットワークになければなりません。DBD ファイルのキャプ
チャー・ファイルのデフォルトの拡張子は *.dbd です。パスの末尾にファイル区切り文字を含めないで
ください。これは、エラーの原因となります。
3. 「データベース名」リストで、インポートする項目を選択します。このリストは、IMS ファイル記述パ
ス名を指定すると、表示されます。必要な場合は、「更新」をクリックしてリストを更新します。項目
名をクリックして単一データベースを選択するか、Ctrl キーを押しながら名前をクリックして複数のデ
ータベースを選択します。すべてのデータベースを選択するには、「すべて選択」をクリックします。
あるデータベースの詳細を表示するには、そのデータベースを選択し、「表示」をクリックします。デ
フォルトのエディター (WordPad または Notepad など) が開き、データベース・ディスクリプション・
ファイルの詳細が表示されます。
4. 「インポート先フォルダー」フィールドで、項目を保存するリポジトリー・フォルダーの名前を指定し
ます。デフォルトのフォルダーは IMS Databases (DBD)¥filename です。 フォルダーの変更は、別の名
前を入力するか、参照することで行えます。
5. 「インポート」をクリックします。データが抽出され、構文解析されます。構文エラーまたは意味エラ
ーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアログ・ボックスが開き、これを使用して、エラーの
表示と修正、正しくない項目のインポートのスキップ、または、インポート・プロセスをすべて中止で
きます。詳しくは、 26 ページの『インポートに失敗の処理』を参照してください。

IMS プログラム詳細ブロックのインポート
IMS PSB をインポートできます。

手順
1. メインメニューで、「インポート」 > 「IMS 定義」 > 「プログラム詳細ブロック (PSB/PCB)」と選
択します。「IMS ビューセット (PSB/PCB) のインポート」ダイアログ・ボックスが開きます。
第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポート
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2. 「IMS ファイル記述のパス名」フィールドで、IMS ファイルがあるパス名を入力するか参照します。
IMS ファイルは、InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションか、または、クライアン
ト・ワークステーションから表示できるネットワークになければなりません。PSB ファイルのキャプチ
ャー・ファイルのデフォルトの拡張子は *.psb です。
3. 「関連表を作成」チェック・ボックスを選択することで、InfoSphere DataStage により、PSB ファイル
内の各センシティブ・セグメントに対応する表がリポジトリー内に作成され、さらに、各センシティ
ブ・フィールドに対応する列がその表内に作成されます。センシティブ・フィールドが PSB にない場
合、作成された列は、DBD 内のセグメントに対応します。 PSB に定義されたフィールドだけが列にな
ります。必要に応じて、適切なフィールド変位およびセグメント・サイズを維持するために、フィラー
が作成されます。関連表は、リポジトリー・ツリーの IMS 表示設定 (PSB/PCB) フォルダーに保管さ
れます。
完全な IMS セグメントの定義を持つ CFD があれば、それをインポートし、フィラーとして取り込ま
れた列を含め、完全に定義された表を作成することができます。次に、IMS ビューセット・エディター
内の各セグメントの関連表を変更できます。詳しくは、 25 ページの『IMS ビューセット・エディタ
ー』 を参照してください。
4. ビューセット名リストで、インポートする項目を選択します。このリストは、IMS ファイル記述パス名
を指定すると、表示されます。必要な場合は、「更新」をクリックしてリストを更新します。 PSB 名
をクリックして単一ビューセットを選択するか、Ctrl キーを押しながら名前をクリックして複数の項目
を選択します。すべての項目を選択するには、「すべて選択」をクリックします。
あるビューセットの詳細を表示するには、そのビューセットを選択し、「表示」をクリックします。デ
フォルトのエディター (WordPad または Notepad など) が開き、ビューセット・ファイルの詳細が表示
されます。
5. 「インポート先フォルダー」フィールドで、項目を保存するリポジトリー・フォルダーの名前を指定し
ます。デフォルトのフォルダーは、IMS Viewsets (PSB/PCB)¥filename です。 フォルダーの変更は、別
の名前を入力するか、参照することで行えます。
6. 「インポート」をクリックします。データが抽出され、構文解析されます。構文エラーまたは意味エラ
ーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアログ・ボックスが開き、これを使用して、エラーの
表示と修正、正しくない項目のインポートのスキップ、または、インポート・プロセスをすべて中止で
きます。詳しくは、 26 ページの『インポートに失敗の処理』を参照してください。

IMS 定義の表示と編集
IMS 定義をインポートしたら、デザイナー・クライアントで、その定義を表示して編集できます。 IMS
定義の編集は、説明を入力すること、および、ビューセット・セグメントとその関連表の間にマッピングを
作成することに限られています。列を編集する必要がある場合は、関連表の定義を開く必要があります。
IMS 定義に関連した表は、リポジトリー・ツリーの「IMS 表示設定 (PSB/PCB)」フォルダーに保管されま
す。表定義の編集について詳しくは、 21 ページの『表定義の表示と編集』 を参照してください。
IMS 定義を開くには、リポジトリー・ツリーでデータベース名またはビューセット名をダブルクリックす
るか、ショートカット・メニューで「プロパティー」を右クリックして選択します。
選択した IMS 項目のタイプに応じて、「IMS データベース (DBD)」または「IMS 表示設定
(PSB/PCB)」ダイアログ・ボックスが表示されます。
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IMS データベース・エディター
「IMS データベース (DBD)」ダイアログ・ボックスを使用すると、IMS データベースを表示して編集する
ことができます。このダイアログ・ボックスは 2 つのペインに分かれています。左のペインには、IMS デ
ータベース、セグメント、およびツリーの中のデータ・セットが表示され、右のペインには、選択済み項目
のプロパティーが表示されます。選択した項目のタイプに応じて、右のペインは最大 2 ページを使用しま
す。
v データベース。データベース・プロパティーにはページが 2 つあります。
– 全般。データベースの全般プロパティーが表示されます。これには、名前、バージョン番号、アクセ
ス・タイプ、編成、および、説明 (略記) と説明 (すべて) が含まれます。これらのフィールドは、説
明 (略記) および説明 (すべて) を除き、すべて読み取り専用です。
– 階層。データベースのセグメント階層を表示します。右クリックすると、階層を詳細モードで表示で
きます。このダイアグラムは読み取り専用です。
v セグメント。セグメント・プロパティーにはページが 2 つあります。
– 全般。セグメント名、親セグメント、その最小サイズと最大サイズ (バイト数)、および説明が表示さ
れます。これらのフィールドは、説明を除き、すべて読み取り専用です。
– フィールド。選択済みセグメントのフィールドを表示します。フィールドの説明は読み取り専用で
す。
v データ・セット。プロパティーが 1 つのページに表示され、ファイルを読み取る JCL で使用される
DD 名が含まれています。 これらの名前は読み取り専用です。オプションで、データ・セットの説明を
入力できます。

IMS ビューセット・エディター
「IMS ビューセット (PSB/PCB)」ダイアログ・ボックスを使用すると、IMS ビューセットを表示して編集
できます。このダイアログ・ボックスは 2 つのペインに分かれています。左のペインには、IMS ビューセ
ット (PSB)、そのビュー (PCB)、およびセンシティブ・セグメントを表示するツリー構造があります。 右
のペインでは、選択済み項目のプロパティーが表示されます。選択された項目のタイプに応じて、次のよう
な、最大 3 つのページが表示されます。
v ビューセット。プロパティーが 1 つのページに表示され、リポジトリーにある PSB 名が含まれていま
す。このフィールドは読み取り専用です。オプションで、説明 (略記) および説明 (すべて) を入力でき
ます。
v ビュー。ビュー・プロパティーには、ページが 2 つあります。
– 全般。 PCB 名、DBD 名、タイプ、およびオプションの説明を表示します。インポート中に関連表を
作成しなかった場合、または、PCB セグメントに関連している表を変更したい場合は、「セグメント/
表マッピング」ボタンをクリックします。「セグメント/関連表マッピング」ダイアログ・ボックスが
表示されます。
あるセグメントの表アソシエーションを作成するには、左のペインで表を選択し、それを右のペイン
のセグメントにドラッグします。左のペインには、タイプが QSAM_SEQ_COMPLEX の、リポジト
リーで使用可能な表が表示されます。右のペインには、セグメント名、およびそれらのセグメント名
に現在関連付けられている表が表示されます。現行表マッピングの 1 つまたはすべてを、右クリック
してクリアできます。
関連表のレコード長が、関連表が参照しているセグメントのバッファー長に一致していることを確認
してください。長さが一致しない場合は、セグメント・データを正確に読み取ることはできません。
第 4 章 メインフレーム・ジョブのためのメタデータのインポート
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マッピングが完了したら「OK」をクリックします。あるいは、行った変更をすべて廃棄し、元の表ア
ソシエーションに戻るには、「キャンセル」をクリックします。
– 階層。PCB セグメント階層を読み取り専用ダイアグラムで表示します。右クリックすると、階層を詳
細モードで表示できます。
v センシティブ・セグメント。センシティブ・セグメント・プロパティーにはページが 3 つあります。
– 全般。セグメント名およびその関連表を表示します。関連表を変更する場合は、「関連表」フィール
ドの隣の参照ボタンをクリックして、別の表を選択します。
– Sen フィールド。センシティブ・セグメントに関連したセンシティブ・フィールドを表示します。こ
れらのフィールドは読み取り専用です。
– 列。関連表の列を表示します。列の説明は読み取り専用です。

インポートに失敗の処理
表をインポートするときに構文エラーまたは意味エラーが検出された場合、「インポートに失敗」ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは検出されたエラーの数が表示され、3 つのオ
プションが示されます。
v 編集...。エラーを表示して、修正できます。
v スキップ。現行表をスキップし、次の表 (選択されている場合) のインポートを始めます。
v 停止。現行表および残りの表のすべてのインポートをキャンセルします。
「編集...」をクリックすると、「ファイルの編集」ダイアログ・ボックスが開き、上部のペインにソース・
ファイルが、下部のペインにエラー情報が表示されます。それぞれのエラーごとに、行番号、エラー・イン
ジケーター、およびエラー・メッセージが表示されます。エラー・メッセージをダブルクリックすると、カ
ーソルが自動的に上部ペインの対応行に位置付けられ、そこでファイルの編集ができます。
変更が完了したら、「保存」をクリックして、作業を保存します。ファイルの中の表の名前または数を変更
しなかった場合は、「再試行」をクリックして、表のインポートを再び開始できます。ただし、表名を変更
したり、ファイルに表を追加したり削除した場合は、「インポート・ファイル」ダイアログ・ボックスが表
示されます。「再開」をクリックしてインポート・プロセスを再開するか、「停止」をクリックしてインポ
ートをキャンセルします。
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第 5 章 メインフレーム・ジョブ・ステージ
IMS ステージ
以下のトピックでは、IMS データベースからデータを読み取るための IMS ステージについて説明しま
す。

IMS ステージの使用
IMS ステージはソース・ステージとしてのみ使用され、入力リンクを受け取ることはできません。 IMS
ステージは、1 つのアクティブ・ステージに対して 1 つの出力リンクを使用します。
IMS ステージは、Relational ターゲット・ステージと同じジョブの中で使用できません。ただし、IMS ス
テージは、ルックアップ参照として使用されるジョブを含め、Relational ソース・ステージを使用するジョ
ブ内で使用できます。
IMS ステージを編集すると、「IMS 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには、以下のように、2 つのタ
ブがあります。
– 「全般」タブを使用すると、ステージの説明をオプションで入力できます。この説明は、生成される
COBOL プログラムに入ります。
それぞれの出力リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーターを追加するには、
「end-of-data 行を生成」チェック・ボックスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA
という名前の組み込み変数で、データの最後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ち
ます。 (この変数の使用について詳しくは、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。
さらに、すべての列は NULL に設定されます。
– 「ビュー」タブを使用すると、IMS ソース・ファイルに関する詳細を指定し、その階層を表示できま
す。ここには、以下のフィールドがあります。
IMS id。IMS サブシステムの名前を入力します。このフィールドは必須です。
PSB。 IMS データベースのビューを定義するプログラム詳細ブロックを選択します。 このリストに
は、リポジトリーにインポートされ、IMS データベースのリトリーブのために少なくとも 1 つの
PCB が入っている PSB を表示します。このフィールドは必須です。
PCB。選択した PSB に関連したプログラム通信ブロックを選択します。このリストには、リポジト
リーにインポートされ、IMS データベースからのリトリーブを許可するすべての PCB が表示されま
す。このフィールドは必須です。
注: 1 つのジョブに複数の IMS ステージがある場合、これらのステージは 1 つの IMS id と PSB
を使用する必要があります。 ただし、さまざまな PCB を使用できます。
セグメント階層表示。 PCB セグメント階層のダイアグラムが入っています。このダイアグラムは編
集できません。個々のセグメントについて詳しくは、ツールチップが表示されるまで、セグメントの
上にカーソルを置くことによって表示できます。または、ショートカット・メニューで「詳細」を選
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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択することによって、階層の全体を詳細モードで表示できます。詳細モードでは、関連表の名前、そ
のレコード長、およびセグメント・キー・フィールドが表示されます。
v 出力。データ出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。

IMS 出力データの定義
IMS ステージからの出力リンクは、IMS データベースから読み取られるデータを表します。このリンクの
プロパティーおよびデータの列定義の説明が、「IMS ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページ
に表示されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 6 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。出力リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v パス。データを出力する元のセグメントの階層パスを選択できます。ユーザーが選択するセグメントに
ある列が、「選択」タブで、出力用に利用可能になります。
このダイアグラムは、ユーザーが「ビュー」タブで選択した PCB のセグメントを表示します。各セグメ
ントは、InfoSphere DataStage 表およびその関連列を表します。個々のセグメントについて詳しくは、ツ
ールチップが表示されるまで、セグメントの上にカーソルを置くことによって表示できます。セグメン
ト階層全体を詳細モードで表示するには、「詳細」を右クリックして選択します。セグメント名、関連
表、レコード長、およびキー・フィールドが表示されます。カーソルを表名の上に置くと、リポジトリ
ー内のその位置を表示できます。
ダイアグラム内でボックスをクリックして、セグメントを選択します。子セグメントを選択すると、そ
の親セグメントのすべても選択されます。選択されると、セグメントとその親セグメントの背景色が青
色に変わります。セグメントの選択をクリアするには、再びセグメントをクリックします。セグメント
とその子セグメントの背景色は白色に戻ります。
「部分パスを処理」チェック・ボックスは、パスの処理方法を決定します。デフォルトでは、このボッ
クスは選択されておらず、コンプリート・パスだけが処理されることを意味します。コンプリート・パ
スは、パスのすべてのセグメントが存在するパス・オカレンスのことです。このボックスが選択された
場合、欠落子があるパス・オカレンス (部分パス という) が処理されます。欠落子の列は、ゼロとスペ
ースに初期化されます。あるセグメントが欠落しているとき、その下のすべてのセグメントも欠落して
いることに注意してください。
部分パス処理を実行する柔軟性は、効率を犠牲にすることによって可能になります。 IMS データベース
によっては、コンプリート・パス処理を行うほうが効率がよい場合があります。これは、コンプリー
ト・パス内のすべてのセグメントのデータは、多くの場合、1 回の IMS 呼び出しでプログラムに戻るこ
とができるためです。部分パスの場合は、それぞれのセグメントに対して、別々の IMS 呼び出しが必要
です。
注: InfoSphere DataStage では、IMS データベースがサポートし、ユーザーが部分パスを処理を選択して
いない限り、常に、効率のよいパス処理を使用します。
ソース・ファイルの中の配列をフラット化する場合は、「すべての配列をフラット化」を選択します。
各配列エレメントに対して新規列が作成され、データは実行時に 1 つの行として表示されます。このボ
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ックスが選択されない場合は、ソース・ファイルの中のすべての配列は正規化され、データは、実行時
に、複数行 (配列の各列に対して 1 行ずつ) として表示されます。
v セグメント参照。選択したセグメントに関連した表の列情報を表示します。左のペインは、ユーザーが
「パス」タブで選択したセグメントを表示し、右のペインは、COBOL PICTURE 節、開始および末尾オ
フセット、および、関連表内の各列のストレージ長を表示します。右のペインで右クリックすると、セ
グメント参照レイアウトが HTML ファイルとして保存されます。
v 選択。このタブを使用すると、選択したパスにあるセグメントから出力列を選択できます。「使用可能
な列」リストは、ユーザーが「パス」タブで選択したセグメントにある列を表示し、「選択された列」
リストは、ステージから出力される列を表示します。
列プッシュ・オプションは、IMS ステージでは作動しません。 このオプションがデザイナー・クライア
ント・オプションで選択されている場合でも、「選択」タブで、ステージから出力する列を選択する必
要があります。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して > をクリックして行えます。1 つのセグメントにあるすべての列の移動は、セグメ
ント名または列のいずれかを強調表示して、>> をクリックして行えます。 「選択された列」リストか
らの列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックすることによって行
えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 特定の列を見つけるには、「検索」をク
リックします。
グループのすべてのエレメントが CHARACTER データである場合は、グループを 1 つのエレメントと
して選択できます。グループの 1 つ以上のエレメントが別のタイプである場合は、エレメントを別々に
選択する必要があります。グループ項目およびそのサブレベル項目がすべて選択された場合、ストレー
ジは、グループ項目および各サブレベル項目に割り振られます。
「選択された列」リストは、列名、セグメント名、SQL タイプ、および、各列の別名を表示します。名
前はユニークでなければならないので、別名を編集して、出力列の名前の変更を行えます。列の順序を
再配列するには、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v 制約。このタブを使用すると、出力データをフィルタリングする制約を定義できます (オプション)。制
約を定義するには、グリッド内の以下のフィールドを使用します。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択します。 IMS に定義されたフィールドに対
応する列を選択した場合は、IMS が評価できるように、制約式が最適化されます。 この結果、処理
がより速く、効率よく行えます。 (グループ列は制約式では使用できず、表示されません。)
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。制約式での関数の使用につ
いては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入
力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィール
ドに表示されます。式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合
は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要が
あります。 正しくない制約は、保存できません。
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式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v 列。このタブは出力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページ
の『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。(NULL 可能列は IMS ス
テージではサポートされていません。)
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「出力」ページでは読み取り専用です。定義を変更する必要がある場合は、「表定義」ダ
イアログ・ボックスを使用して、リポジトリー内の関連表の定義を編集します。(関連表は、リポジト
リー内の「IMS 表示設定 (PSB/PCB)」フォルダーに保管されています。) 「名前を付けて保存」をク
リックして、表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイルとして出力列を保存します。

Relational ステージ
以下のトピックでは、z/OS プラットフォームで DB2 データベース表に対してデータの読み取りまたは書
き込みを行うための Relational ステージについて説明します。

Relational ステージの使用
Relational ステージでは、任意の数の入力リンクおよび出力リンクを使用できます。ただし、それぞれの入
力リンクは、1 つの DB2 表しかサポートしていません。
Relational ステージおよび Teradata Relational ステージは、プリプロセッサーの制約事項があるために、同
じジョブ内で使用できません。 Relational ステージは、1 つのジョブ内で Teradata Export ステージおよび
Teradata Load ステージと一緒に使用できます。
Relational ステージを編集すると、「Relational 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・ボックスでは、最大 3 つのページが使用されます (ステージとの間に入力と出力があるかどう
かによって異なります)。
v ステージ。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには「全般」タブがあり、ステ
ージの説明 (オプション) を入力できます。この説明は、生成される COBOL プログラムに入ります。
「全般」タブにはフィールドが 2 つあります。
– end-of-data 行を生成。ステージがソースとして使用される場合にのみ表示されます。それぞれの出力
リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーターを追加するには、このチェック・ボッ
クスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA という名前の組み込み変数で、データの最
後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちます。 (この変数の使用について詳しく
は、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さらに、すべての列は NULL に設定さ
れます。
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– アクセス・タイプ。リレーショナル・アクセス・タイプを表示します。 Relational ステージでは DB2
がデフォルトで、読み取り専用です。
v 入力。データ入力リンクの表名、更新アクション、列定義、および WHERE 節 (オプション) を指定し
ます。
v 出力。それぞれのデータ出力リンクについて、使用する表および関連列定義を指定します。また、この
ページでは、表からデータを抽出する場合に使用する SQL 照会を指定します。
「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。

リレーショナル入力データの定義
ユーザーが DB2 の表にデータを書き込むとき、Relational ステージは入力リンクを使用します。このリン
クのプロパティーおよびデータの列定義が、「Relational ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ペー
ジで定義されます。
「入力」ページでは、以下のフィールドと、指定する更新アクションによって最大 4 つのタブを使用しま
す。
v 入力名。入力リンクの名前。「入力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Relational ステージへの入力リンクのすべてが表示されます。入力リンクが 1 つしかない場合、このフ
ィールドは読み取り専用になります。
v 全般。このタブは、デフォルトでは常に存在し、表示されています。以下のパラメーターがあります。
– 表名。データが書き込まれる表の名前を指定します。「表名」テキスト・ボックスに名前を入力し、
必要な場合は、位置名と所有者名で修飾します。修飾名は、location.owner.tablename または
owner.tablename というフォーマットで入力します。表名に COBOL 予約語または SQL 予約語を使
用することはできません。リストについては、 277 ページの『第 15 章 予約語』 を参照してくださ
い。
– 更新アクション。データの書き込み方法を指定します。使用するオプションを、リストから選択しま
す。
新規行を挿入または既存の行を更新。新規行を挿入するか、挿入が失敗した場合は、既存の行を更新
します。
クリアせずに行を挿入。行が既に存在しているかどうか確認せずに、新規行を表に挿入します。
既存の行を完全に置換。挿入される行に一致する既存の行を削除し、新規行を表に追加します。
既存の行のみを更新。挿入される行に一致する既存のデータ行を更新します。表に存在しないデータ
にある行はすべて無視されます。
既存の行を更新または新規行を挿入。既存のデータ行を更新するか、これが失敗した場合は、新規行
が追加されます。
行を削除。既存の行が新規行の述部に一致する場合、既存の行を削除します。
– 説明。入力リンクのオプションの説明が入ります。
注: 「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「環境」ページに、コミットごとの行数を指
定します。これによって、コミットする前の、書き込む、更新する、または削除する行数が定義され
ます。
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v 列。このタブは常に存在し、表に書き込まれるデータの列定義が入っています。このタブには、次の列
を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲット・
ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの『第 9
章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最
大文字数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場
合は桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
前のアクティブ・ステージにあるデータをマッピングした場合、列は自動的にロードされます。ユー
ザーは、また、列グリッドで列定義を入力して編集するか、「ロード」をクリックして、列定義をリ
ポジトリーからロードすることもできます。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD フ
ァイル、または DCLGen ファイルとして列を保存します。列定義の編集について詳しくは、 239 ペー
ジの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
v 列の更新。このタブは、「全般」タブの「更新アクション」フィールドで、行の更新または置換を選択
した場合に表示されます。これは、「クリアせずに行を挿入」、「既存の行を完全に置換」、または
「行を削除」を選択した場合は表示されません。 これによって、ユーザーは、更新する列を選択した
り、列の出力仕様を定義できます。列の更新について詳しくは、『入力列の更新』 を参照してくださ
い。
v WHERE。このタブは、「全般」タブの「更新アクション」フィールドで、行の更新、置換、または削除
を選択した場合に表示されます。これは、「クリアせずに行を挿入」を選択した場合は表示されませ
ん。これを使用して、更新する行を選択する場合のフィルター基準を指定できます。 WHERE 節の構成
について詳しくは、 33 ページの『WHERE 節の使用』 を参照してください。

入力列の更新
「列の更新」タブを使用すると、更新する入力列を選択し、列の出力仕様を指定できます。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名
を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択
された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリッ
クすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。更新する列の順序を変更するに
は、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
「選択された列」リストに列を移動すると、デフォルトの列の出力仕様は列の置換になります。この出力仕
様の編集は、「変更」をクリックして行うことができます。式エディターが表示されます。
出力仕様の式は、値を返さなければなりません。列、ジョブ・パラメーター、および定数を含む式は、「項
目タイプ」リスト・ボックスに示されている項目を使用して作成できます。 (これらの式のコンポーネント
の定義については、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。) 項目タイプを
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クリックすると、利用可能な項目が「項目プロパティー」リスト・ボックスに表示されます。項目をダブル
クリックして、その項目を「式の構文」ボックスに挿入します。
式で使用するオペレーターの選択は、「オペレーター」ツール・パレットでボタンをクリックして行いま
す。式に行った最後の変更を元に戻すには、「元に戻す」をクリックするか、「すべてクリア」をクリック
して、始めからやり直します。
式エディターは、式がビルドされるにしたがい、式を検証します。構文エラーが見つかると、メッセージが
赤色で表示され、エラーの原因となったエレメントには「式の構文」テキスト・ボックスの中でアンダーラ
インが付けられます。構文チェックおよびセマンティック・チェックの両方を実行するには、「検証」をク
リックします。 (「検証」ボタンは、プロジェクトまたはジョブ・プロパティーで「式のセマンティック・
チェックを実行」を選択すると、利用可能になります。)
式のビルドが終了したら、「OK」をクリックして、変更を保存します。式にエラーがある場合、構文を訂
正せずに続行できますが、式が無効であるという警告が出されます。

WHERE 節の使用
WHERE 節を定義して、一定の基準に基づいて、更新、置換、または削除する行を選択できます。
WHERE 節を指定しない場合は、表の中のすべての行は、「全般」タブで選択した更新アクションにした
がって、更新、置換、または削除されます。 WHERE 節は、「Where」タブで定義されます。
WHERE 節を指定するには、以下のように、Where グリッド内のフィールドを使用して式を作成します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
v 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
v オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。 WHERE 節での関数の使用に
ついては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
v 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力
します。文字値は、単一引用符で囲みます。ジョブ・パラメーターは、ここで使用できますが、リレー
ショナル・ソース・ステージの WHERE 節では使用できないことに注意してください。リレーショナル
WHERE 節でのジョブ・パラメーターの使用について詳しくは、 210 ページの『パラメーター』 を参照
してください。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 WHERE 節をビルドするにしたがい、WHERE 節が
「Where」フィールドに表示されます。 WHERE 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でなければ
なりません。節を検証するには、「検証」をクリックします。エラーが起こった場合は、式を訂正するか、
「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しくない
WHERE 節は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。 WHERE 節の検証後、重複した括弧があれば削除される
場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。

リレーショナル出力データの定義
ユーザーが DB2 データベース表からデータを読み取るとき、Relational ステージは出力リンクを使用しま
す。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義が、「Relational ステージ」ダイアログ・ボックスの
「出力」ページで定義されます。
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「出力」ページでは、データを出力するための SQL ステートメントの指定をどのように選択するかによっ
て、以下のフィールドと最大 9 個のタブを使用します。
v 出力名。出力リンクの名前。「出力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Relational ステージからの出力リンクのすべてが表示されます。出力リンクが 1 つしかない場合、この
フィールドは読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 表。このタブはデフォルトで表示され、ここで、データ抽出元の表を選択できます。使用可能な表は、
リポジトリーに予め定義しておく必要があります。表名が所有者名で修飾されている場合は、同じ表名
を持つ表を選択できます。
「選択された表」リストへの表の移動は、表名をダブルクリックするか、表名を強調表示して > をクリ
ックすることによって行えます。すべての表を移動するには、>> をクリックします。 「選択された
表」リストからの単一表の削除は、表名をダブルクリックするか、表名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての表を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。表の順序を再配列するに
は、「選択された表」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
表を複数回選択して、自己結合を実行できます。この場合、「選択された表」リストで、ユニークな別
名が自動的に生成されます。別名の編集は、別名を強調表示し、新しい名前を入力することによって行
えます。別名の長さは、使用する DB2 のバージョンで許可されている長さに制限されます。
v 選択。このタブを使用すると、データを抽出する元の列を選択できます。ツリー構造を使用すると、
「使用可能な列」リストに、ユーザーが「表」タブで選択した表集合が表示されます。表名の隣の + を
クリックして、関連列名を表示します。
「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をクリ
ックすることによって行えます。単一表からすべての列を移動するには、表名を強調表示し、> または
>> をクリックします。「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して < をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリ
ックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。列の順序を再配列するに
は、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
「表」タブで「選択された表」リストから表を削除する場合は、その列が自動的に「選択」タブから削
除されます。
「選択された列」リストは、列名、表別名、ネイティブ・データ・タイプ、および各列の式を表示しま
す。「新規」をクリックして算出列を追加するか、変更をクリックして選択された列の算出値を変更し
ます。算出列について詳しくは、 36 ページの『算出列の定義』 を参照してください。
v WHERE。「Where」グリッドを使用すると、出力リンクにある行をフィルタリングする WHERE 節を
定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。 WHERE 節での関数の使用
については、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用
符で囲みます。ジョブ・パラメーターはここでは使用できません。 Relational ターゲット・ステージ
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の WHERE 節でのみ使用できます。リレーショナル WHERE 節でのジョブ・パラメーターの使用に
ついて詳しくは、 210 ページの『パラメーター』 を参照してください。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 WHERE 節をビルドするにしたがい、WHERE 節が
「Where」フィールドに表示されます。 WHERE 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でなけ
ればなりません。節のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合は、
式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があり
ます。 正しくない WHERE 節は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。 WHERE 節の検証後、重複した括弧があれば削除
される場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v GROUP BY。このタブを使用すると、出力リンクの中の、GROUP BY する列を選択できます。「使用
可能な列」リストには、「選択」タブで選択した列が表示されます。「使用可能な列」リストおよび
「GROUP BY 列」リストには、各列の名前、表別名、およびネイティブ・データ・タイプが表示され
ます。
「GROUP BY 列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をク
リックすることによって行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択された
列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。 GROUP BY する列の順序
を変更するには、「GROUP BY 列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v Having。このタブは、GROUP BY する列を選択した場合にのみ表示されます。これを使用すると、
GROUP BY 節のスコープを狭くできます。 Having グリッドを使用すると、グループ化された列が選択
される前に満たす必要がある条件を指定できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。
– 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用
符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 HAVING 節をビルドするにしたがい、HAVING 節が
「Having」フィールドに表示されます。 HAVING 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でな
ければなりません。 HAVING 節のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。エラーが起こ
った場合は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルす
る必要があります。 正しくない HAVING 節は、保存できません。
v ORDER BY。このタブを使用すると、選択された出力列のデータのソート順序を指定できます。「使用
可能な列」リストおよび「ORDER BY 列」リストには、各列の名前、表別名、およびネイティブ・デ
ータ・タイプが表示されます。「ORDER BY 列」リストの「順序」列には、列データのソート順序が
表示されます。
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「ORDER BY 列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をク
リックすることによって行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「ORDER BY
列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。列の順序を再配列するに
は、「ORDER BY 列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
選択された列のデータのソート順序を指定するには、「ORDER BY 列」リストの「順序」フィールド
をクリックします。リストで「昇順」または「降順」を選択するか、データベース・デフォルトの「ソ
ートするものなし」を選択します。
v SQL。このタブでは、「表」、「選択」、「WHERE」、「GROUP BY」、「Having」、および
「ORDER BY」の各タブでのユーザーの選択から構成された SQL ステートメントを表示します。ステ
ートメントの編集は、「SQL」テキスト・ボックスにタイプ入力することによって行えます。詳しく
は、 37 ページの『SQL ステートメントの変更』 を参照してください。
v 列。このタブは、SQL ステートメントによって生成された出力列を表示します。このグリッドには以下
の列があります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲット・
ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの『第 9
章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最
大文字数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場
合は桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「SQL」タブで SQL ステートメントを変更していない場合、このタブで編集できるのは列名だけで
す。 SQL ステートメントを変更したが、指定された表のリポジトリーにメタデータが定義されてい
ない場合は、「列」タブで、列を追加、編集、および削除することもできます。「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、「すべてクリア」をクリックして始めからや
り直します。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファ
イルとして列を保存します。列の編集が許可される条件について詳しくは、 37 ページの『SQL ステ
ートメントの変更』 を参照してください。

算出列の定義
算出列は、通常、列のアグリゲートを実行する、または列データ・タイプを変換するために使用されます。
また、算出列を使用すると、Aggregator ステージまたは Transformer ステージでは利用できない一部の
DB2 関数にアクセスすることもできます。
算出列の定義または変更は、「選択」タブで行います。新規算出列を定義するには、「新規」をクリックし
ます。既存の算出列を編集するには、「選択された列」リストで列を強調表示し、「変更」をクリックしま
す。 (「変更」ボタンは、既に算出列が定義されている場合にのみ利用可能になります。)

36

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

「新規」または「変更」をクリックすると、「算出列」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスには次のフィールドがあります。
v AS 節の名称。算出列の名前。算出列には固有の名前を割り当てる必要があります。
v 説明。列の説明 (オプション)。
v ネイティブ・データ・タイプ。列のネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージ
およびターゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、
227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大
文字数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は
桁数です。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁数、
その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 式。列値を計算するために使用する式が入ります。
算出列に使用する式は、「式」テキスト入力ボックスにタイプ入力することによって定義できます。「関
数」をクリックして、利用可能な DB2 関数のリストを入手します。関数を選択し、「OK」をクリックし
て、その関数を「式」フィールドに挿入するか、単に関数名をダブルクリックします。
DB2 バージョン 8.1 以前でサポートされていた関数のすべては、「関数」をクリックすると利用可能にな
ります。ただし、選択する関数が、使用している DB2 のバージョンと互換性があることを確認してくださ
い。互換性がない場合、エラーになります。
<Operand> を、式の中の列名で置き換えるには、<Operand> を強調表示または削除して、「列」をクリッ
クします。 使用可能な列のリストが表示されます。これらの列の 1 つを選択し、「OK」をクリックし
て、その列を「式」フィールドに挿入するか、単に列名をダブルクリックします。終わったら、「検証」を
クリックして式を検証し、次に「OK」をクリックして変更を保存します。
正しくない列出力仕様は、保存できません。式が検証されたときにエラーが検出された場合は、式を訂正す
るか、アクションをキャンセルします。

SQL ステートメントの変更
InfoSphere DataStage を使用すると、「SQL」タブで SQL ステートメントを編集できます。 右クリックに
より、切り取り、貼り付け、コピーなどの編集機能のショートカット・メニューが表示されます。使用した
い事前定義の SQL ステートメントがある場合は、そのステートメントを「SQL」テキスト・ボックスにカ
ット・アンド・ペーストできます。ジョブ・パラメーターは SQL ステートメントでは使用できません。サ
ポートされているのは (HIGH_VALUES と LOW_VALUES を除き) 列名と定数だけです。
「検証」をクリックして、作成したステートメントを検証します。SQL SELECT ステートメント全体を構
文解析することができ、さらに、表メタデータが、指定された表のリポジトリーに定義されている場合は、
適用可能なその他のページに変更が伝搬されます。
SQL SELECT ステートメント全体が構文解析できる、または、少なくとも SELECT リスト節および
SELECT FROM 節が構文解析できるが、リポジトリーに表メタデータが定義されていない、さらに列が
「列」タブにない場合は、InfoSphere DataStage が、指定された列名、Char というデフォルトのデータ・タ
イプ、および 10 という長さを使用して、各列の列定義を SELECT リストに作成します。列が既に「列」
タブに存在している場合、それらの列は、列の数およびデータ・タイプ、長さ、スケールなどの属性も含め
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て、SELECT リストに定義されている列に一致しなければなりません。「ロード」ボタンおよび「すべて
クリア」ボタンを使用して、編集またはクリアを行うか、あるいは、新規列定義を「列」タブにロードでき
ます。
「SQL」タブの SELECT リストと「列」タブの列リストが一致しない場合、DB2 プリコンパイラー、DB2
バインド、または実行時のエラーが起こります。
SQL SELECT リスト節および SELECT FROM 節が構文解析できて、さらに、指定した表のリポジトリー
に表メタデータが定義されている場合は、「列」タブにある列リストはクリアされて、メタデータから再び
取り込まれます。「列」タブにある「ロード」ボタンおよび「すべてクリア」ボタンは使用不可になり、列
名の変更を除いて、すべての編集はできません。
SQL SELECT リスト節または SELECT FROM 節のどちらかが構文解析できない場合、「列」タブに定義
されている列を変更することはできません。列の数が、SELECT リスト節に定義されている数に一致して
いること、および、列が、データ・タイプ、長さ、およびスケールに関して、正しい属性であることを確認
する必要があります。「ロード」ボタンまたは「すべてクリア」ボタンを使用して、編集またはクリアを行
うか、あるいは、新規列定義を「列」タブにロードします。「SQL」タブの SELECT リストと「列」タブ
の列リストが一致しない場合、DB2 プリコンパイラー、DB2 バインド、または実行時のエラーが起こりま
す。
検証が正常に行われない場合、エラー・メッセージが出ます。 SQL ステートメントを訂正する、変更を元
に戻す、または、訂正をせずに続行する、を選択します。ただし、訂正せずに続行した場合は、「出力」ペ
ージで、「全般」、「SQL」、および「列」タブだけがアクティブになります。
注: DB2 構文の一部 (subquery など) は、InfoSphere DataStage によって正常に検証が行われません。エラ
ー・メッセージが出た場合でも、SQL ステートメントが正しいという確信がある場合は変更せずに続行し
てください。

Teradata Export ステージ
以下のトピックでは、Teradata FastExport ユーティリティーを使用して z/OS プラットフォームで Teradata
データベース表からデータを読み取るための Teradata Export ステージについて説明します。

Teradata Export ステージの使用
Teradata Export ステージはソース・ステージとしてのみ使用され、入力リンクを受け取ることはできませ
ん。このステージでは、1 つのアクティブ・ステージに対して 1 つの出力リンクを使用します。
Teradata Export ステージを編集すると、「Teradata Export 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには、3 つのタブがあります。
「全般」タブでは、Teradata 接続パラメーターを指定します。また、ステージの説明をオプションで入
力でき、これは、生成される COBOL プログラムに入ります。「全般」タブには、以下の 4 つのフィー
ルドがあります。
– TDP ID。Teradata データベースの識別子。
– アカウント ID。ユーザーに関連した Teradata アカウント。このフィールドはオプションです。
– ユーザー ID。Teradata ログインのユーザー名。
– パスワード。ログイン・ユーザー名に関連したパスワード。
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Teradata 接続パラメーターをジョブ・プロパティーに既に指定してある場合は、「TDP ID」、「アカ
ウント ID」、「ユーザー ID」、および「パスワード」の各フィールドには、これらの設定値が初期
値として表示されます。これらのフィールドは編集できます。ジョブに複数の Teradata Export ステ
ージが入っている場合、それぞれのステージは、別々の Teradata データベースに接続できます。
「パラメーター」タブを使用すると、FastExport の実行を制御するパラメーターを指定できます。 詳
しくは、『Teradata FastExport パラメーターの指定』 を参照してください。
「ファイル」タブには、エクスポートされたデータを FastExport が書き込むフラット・ファイルを作
成するために必要な情報が入っています。詳しくは、『ファイル・オプションの指定』 を参照してく
ださい。
v 出力。Teradata 表からデータを抽出するために FastExport が使用する SELECT ステートメントを指定
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。

Teradata FastExport パラメーターの指定
Teradata FastExport ユーティリティーを実行するために必要なパラメーターは、「ステージ」ページの「パ
ラメーター」タブに設定されます。このタブには、以下のフィールドがあります。
v 最小セッション。必要なセッションの最小数。
v 最大セッション。許可されるセッションの最大数。
v テナシティー。指定された最小のセッション数を得るまで FastExport が Teradata データベースにログオ
ンを試行する時間数。
v スリープ。あるログオン試行から次のログオン試行まで待機する分数。
v 出力限度。出力ファイルに書き込むレコードの最大数。
v ブロック・サイズ。データベースからデータを戻すときに使用する最大ブロック・サイズ (バイト数)。
v ログ表。ロギングに使用する表の名前。デフォルトの名前は ExpLog#####_date_time で、date は
CCYYMMDD フォーマットの現行日付、time は HHMMSS フォーマットの現行時刻です。 ##### は、5
桁のシーケンス番号で、ジョブに複数の Teradata Export ステージがあるときに、名前をユニークにする
ために使用されます。
「最小セッション」フィールドと「ログ表」フィールドだけが必須です。

ファイル・オプションの指定
「ファイル」タブを使用すると、抽出されたデータを保留するために FastExport によって作成されたフラ
ット・ファイルについてのさまざまなオプションを指定できます。このタブには、以下のフィールドがあり
ます。
v ファイル名。データが書き込まれるファイルの名前。
v 書き込みオプション。ファイルへのデータの書き込み方法を指定します。 4 つのオプションがありま
す。
– 新規ファイルを作成。ファイルが既に存在するかをチェックしないで新規ファイルを作成します。こ
れはデフォルトです。
– 既存ファイルへ追加。既存のファイルにデータを追加します。
– 既存ファイルに上書き。既存のファイルを削除して、新規ファイルで置換します。
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– 既存ファイルを削除して再作成。既存のファイルが既にカタログされている場合はこれを削除し、再
作成します。
v DD 名。JCL にあるファイルのデータ定義名。 1 から 8 までの英数字で、先頭文字は英字でなければ
なりません。
v 正常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了したときの、データ・ファイルの処理のパラメー
ターが入ります。 4 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。これはデフォルトです。
– DELETE。ジョブの実行後にデータ・セットを削除します。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
– PASS。データ・セットを次のジョブ・ステップに渡しますが、ジョブの終了時にデータ・セットを削
除します。
v 異常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了しなかったときの、データ・ファイルの処理のパ
ラメーターが入ります。3 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。データ・セットを削除します。これはデフォルトです。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
v ボリューム通し番号。ファイルが書き込まれるユニットのボリューム通し番号。英数字を最大 6 文字使
用できます。
v ユニット。データの保管先ディスクのデバイス・タイプを指定します。デフォルト値は SYSDA です。
v 割り振りタイプ。ファイル用にストレージ・スペースが予約されるときに使用される割り振りのユニッ
トを指定します。2 つのオプションがあります。
– TRK。トラック。これはデフォルトです。
– CYL。シリンダー。 これは、一般的に、TRK より大きいストレージ・スペースを割り振ります。
トラックまたはシリンダーの正確なサイズは、デバイスに依存します。
v 1 次割り振り量。ジョブの初期ストレージとして予約されるトラックまたはシリンダーの数が入りま
す。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 2 次割り振り量。1 次割り振りがジョブに不十分であった場合に予約されるトラックまたはシリンダー
の数が入ります。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 有効期限。新規データ・セットの有効期限を YYDDD または YYYY/DDD フォーマットで指定します。
2000 年 1 月 1 日以降の有効期限には、YYYY/DDD フォーマットを使用する必要があります。JCL 拡張
変数も使用できます。
YY は 01 から 99 までで、YYYY には 1900 から 2155 までが使用できます。 DDD は、閏年でない場
合は 000 から 365 までで、閏年の場合は 000 から 366 まで使用できます。
現行日付またはそれより前の日付を指定した場合、データ・セットは直ちに置き換えに適格になりま
す。有効期限が 99365、99366、1999/365、および 1999/366 のデータ・セットは、永続と見なされ、決
して削除されたり上書きされません。
v 保存期間。新規データ・セットを保存する日数を指定します。数値を入力するか、JCL 拡張変数を使用
できます。ジョブが実行されると、この値が現行日付に追加され、閏年でない年は 365 日、閏年には
366 日を使用して、有効期限が生成されます。 計算された有効期限が 1999 年 12 月 31 日になる場
合、有効期限は 2000 年 1 月 1 日に設定されることに注意してください。
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有効期限または保存期間のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。これらのフィールドのどち
らかに値を入力すると、他方のフィールドは使用不可になります。検証はどちらのフィールドでも行われま
せん。正しくない値を入力した場合は、JCL エラーが起こります。
これらのパラメーターは、JCL の生成中に使用されます。ボリューム通し番号、有効期限、および保存期
間を除くすべてのフィールドが必須です。

Teradata Export 出力データの定義
Teradata データベース表からデータを読み取るとき、Teradata Export ステージは出力リンクを使用しま
す。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義が、「Teradata Export ステージ」ダイアログ・ボッ
クスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページでは、データを出力するための SQL ステートメントの指定をどのように選択するかによっ
て、以下のフィールドと最大 9 個のタブを使用します。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、このフィールドは読み取り専用
です。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 表。このタブはデフォルトで表示され、ここで、データ抽出元の表を選択できます。使用可能な表は、
リポジトリーに既に定義がなければなりません。
「選択された表」リストへの表の移動は、表名をダブルクリックするか、表名を強調表示して > をクリ
ックすることによって行えます。すべての表を移動するには、>> をクリックします。 「選択された
表」リストからの単一表の削除は、表名をダブルクリックするか、表名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての表を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。表の順序を再配列するに
は、「選択された表」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
表を複数回選択して、自己結合を実行できます。この場合、「選択された表」リストで、ユニークな別
名が自動的に生成されます。別名の編集は、別名を強調表示し、新しい名前を入力することによって行
えます。
v 選択。このタブを使用すると、データを抽出する元の列を選択できます。ツリー構造を使用すると、
「使用可能な列」リストに、ユーザーが「表」タブで選択した表集合が表示されます。表名の隣の + を
クリックして、関連列名を表示します。
「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をクリ
ックすることによって行えます。単一表からすべての列を移動するには、表名を強調表示し、> または
>> をクリックします。「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して < をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリ
ックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。列の順序を再配列するに
は、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
「表」タブで「選択された表」リストから表を削除する場合は、その列が自動的に「選択」タブから削
除されます。
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「選択された列」リストは、列名、表別名、ネイティブ・データ・タイプ、および各列の式を表示しま
す。「新規」をクリックして算出列を追加するか、変更をクリックして選択された列の算出値を変更し
ます。算出列について詳しくは、 43 ページの『算出列の定義』 を参照してください。
v WHERE。「Where」グリッドを使用すると、出力リンクにある行をフィルタリングする WHERE 節を
定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。 WHERE 節での関数の使用
については、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用
符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 WHERE 節をビルドするにしたがい、WHERE 節が
「Where」フィールドに表示されます。 WHERE 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でなけ
ればなりません。節のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合は、
式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があり
ます。 正しくない WHERE 節は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。 WHERE 節の検証後、重複した括弧があれば削除
される場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v GROUP BY。このタブを使用すると、出力リンクの中の、GROUP BY する列を選択できます。「使用
可能な列」リストには、「選択」タブで選択した列が表示されます。「使用可能な列」リストおよび
「GROUP BY 列」リストには、各列の名前、表別名、およびネイティブ・データ・タイプが表示され
ます。
「GROUP BY 列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をク
リックすることによって行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択された
列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。 GROUP BY する列の順序
を変更するには、「GROUP BY 列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v Having。このタブは、GROUP BY する列を選択した場合にのみ表示されます。これを使用すると、
GROUP BY 節のスコープを狭くできます。 Having グリッドを使用すると、グループ化された列が選択
される前に満たす必要がある条件を指定できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。
– 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用
符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
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これらのフィールドはすべて編集可能です。 HAVING 節をビルドするにしたがい、HAVING 節が
「Having」フィールドに表示されます。 HAVING 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でな
ければなりません。 HAVING 節のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。エラーが起こ
った場合は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルす
る必要があります。 正しくない HAVING 節は、保存できません。
v SQL。このタブでは、「表」、「選択」、「WHERE」、「GROUP BY」、「Having」、および
「ORDER BY」の各タブでのユーザーの選択から構成された SQL ステートメントを表示します。ステ
ートメントの編集は、「SQL」テキスト・ボックスにタイプ入力することによって行えます。詳しく
は、 44 ページの『SQL ステートメントの変更』 を参照してください。
v 列。このタブは、SQL ステートメントによって生成された出力列を表示します。このグリッドには以下
の列があります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲット・
ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの『第 9
章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「SQL」タブで SQL ステートメントを変更していない場合、このタブで編集できるのは列名だけで
す。 SQL ステートメントを変更したが、指定された表のリポジトリーにメタデータが定義されてい
ない場合は、「列」タブで、列を追加、編集、および削除することもできます。「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、「すべてクリア」をクリックして始めからや
り直します。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファ
イルとして列を保存します。列の編集が許可される条件について詳しくは、 44 ページの『SQL ステ
ートメントの変更』 を参照してください。

算出列の定義
算出列は、通常、列のアグリゲートを実行する、または列データ・タイプを変換するために使用されます。
また、算出列を使用すると、Aggregator ステージまたは Transformer ステージでは利用できない一部の
Teradata 関数にアクセスすることもできます。
算出列の定義または変更は、「選択」タブで行います。新規算出列を定義するには、「新規」をクリックし
ます。既存の算出列を編集するには、「選択された列」リストで列を強調表示し、「変更」をクリックしま
す。 (「変更」ボタンは、既に算出列が定義されている場合にのみ利用可能になります。)
「新規」または「変更」をクリックすると、「算出列」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスには次のフィールドがあります。
v AS 節の名称。算出列の名前。算出列には固有の名前を割り当てる必要があります。
v 説明。列の説明 (オプション)。
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v ネイティブ・データ・タイプ。列のネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージ
およびターゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、
227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字数、
数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁数で
す。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁数、
その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 式。列値を計算するために使用する式が入ります。
算出列に使用する式は、「式」テキスト入力ボックスにタイプ入力することによって定義できます。「関
数」をクリックして、利用可能な Teradata 関数のリストを入手します。関数を選択し、「OK」をクリッ
クして、その関数を「式」フィールドに挿入するか、単に関数名をダブルクリックします。
<Operand> を、式の中の列名で置き換えるには、<Operand> を強調表示または削除して、「列」をクリッ
クします。 使用可能な列のリストが表示されます。これらの列の 1 つを選択し、「OK」をクリックし
て、その列を「式」フィールドに挿入するか、単に列名をダブルクリックします。終わったら、「検証」を
クリックして式を検証し、次に「OK」をクリックして変更を保存します。
正しくない列出力仕様は、保存できません。式が検証されたときにエラーが検出された場合は、式を訂正す
るか、アクションをキャンセルします。

SQL ステートメントの変更
InfoSphere DataStage を使用すると、「SQL」タブで SQL ステートメントを編集できます。 右クリックに
より、切り取り、貼り付け、コピーなどの編集機能のショートカット・メニューが表示されます。使用した
い事前定義の SQL ステートメントがある場合は、そのステートメントを「SQL」テキスト・ボックスにカ
ット・アンド・ペーストできます。ジョブ・パラメーターは SQL ステートメントでは使用できません。サ
ポートされているのは (HIGH_VALUES と LOW_VALUES を除き) 列名と定数だけです。
「検証」をクリックして、作成したステートメントを検証します。SQL SELECT ステートメント全体を構
文解析することができ、さらに、表メタデータが、指定された表のリポジトリーに定義されている場合は、
適用可能なその他のページに変更が伝搬されます。
SQL SELECT ステートメント全体が構文解析できる、または、少なくとも SELECT リスト節および
SELECT FROM 節が構文解析できるが、リポジトリーに表メタデータが定義されていない、さらに列が
「列」タブにない場合は、InfoSphere DataStage が、指定された列名、Char というデフォルトのデータ・タ
イプ、および 10 という長さを使用して、各列の列定義を SELECT リストに作成します。列が既に「列」
タブに存在している場合、それらの列は、列の数およびデータ・タイプ、長さ、スケールなどの属性も含め
て、SELECT リストに定義されている列に一致しなければなりません。「ロード」ボタンおよび「すべて
クリア」ボタンを使用して、編集またはクリアを行うか、あるいは、新規列定義を「列」タブにロードでき
ます。
「SQL」タブの SELECT リストと「列」タブの列リストが一致しない場合、Teradata プリコンパイラー、
Teradata バインド、または実行時のエラーが起こります。
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SQL SELECT リスト節および SELECT FROM 節が構文解析できて、さらに、指定した表のリポジトリー
に表メタデータが定義されている場合は、「列」タブにある列リストはクリアされて、メタデータから再び
取り込まれます。「列」タブにある「ロード」ボタンおよび「すべてクリア」ボタンは使用不可になり、列
名の変更を除いて、すべての編集はできません。
SQL SELECT リスト節または SELECT FROM 節のどちらかが構文解析できない場合、「列」タブに定義
されている列を変更することはできません。列の数が、SELECT リスト節に定義されている数に一致して
いること、および、列が、データ・タイプ、長さ、およびスケールに関して、正しい属性であることを確認
する必要があります。「ロード」ボタンまたは「すべてクリア」ボタンを使用して、編集またはクリアを行
うか、あるいは、新規列定義を「列」タブにロードします。「SQL」タブの SELECT リストと「列」タブ
の列リストが一致しない場合、Teradata プリコンパイラー、Teradata バインド、または実行時のエラーが起
こります。
検証が正常に行われない場合、エラー・メッセージが出ます。SQL ステートメントを訂正する、変更を元
に戻す、または、訂正をせずに続行する、を選択します。ただし、訂正せずに続行した場合は、「出力」ペ
ージで、「全般」、「SQL」、および「列」タブだけがアクティブになります。
注: Teradata 構文の一部 (subquery など) は、InfoSphere DataStage によって正常に検証が行われません。
エラー・メッセージが出た場合でも、SQL ステートメントが正しいという確信がある場合は変更せずに続
行してください。

Teradata Load ステージ
以下のトピックでは、Teradata ロード・ユーティリティーで使用できる互換のフォーマットで順次ファイル
にデータを書き込むための Teradata Load ステージについて説明します。

Teradata Load ステージの使用
Teradata Load ステージはターゲット・ステージとしてのみ使用され、出力リンクは使用しません。このス
テージでは、アクティブ・ステージからの複数の入力リンクを使用できます。
Teradata Load ステージを編集すると、「Teradata Load 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには、タブが 7 つあります。
「全般」タブは、ステージの基本特性を表示します。ここには、以下のフィールドがあります。
– ロード・タイプ。実行するロード・ユーティリティーを選択します。 FastLoad は、大ボリュームの
データを Teradata データベースの空の表に移動します。 MultiLoad は、表を Teradata データベース
にロードするために使用されます。 TPump は、Teradata データベースの小ボリュームのバッチ・メ
ンテナンスに使用されます。
– 表名。データが書き込まれる表の名前。修飾名は、owner.tablename または location.owner.tablename
というフォーマットで入力します。表名に COBOL 予約語または SQL 予約語を使用することはでき
ません。リストについては、 277 ページの『第 15 章 予約語』 を参照してください。
– 表前処理。ロード処理の開始時にとる表のアクションを指定します。リストから、次のオプションの
いずれか 1 つを選択します。
なし。アクションはとられません。これはデフォルトです。
新規表の作成。新規表をターゲット・データベースに作成します。
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表をドロップして再定義。既存の表をドロップして、新規の表を作成します。
既存の表から行を削除。既存の表から行を削除します。
– 更新アクション。表へのデータの書き込み方法を指定します。 このフィールドは、MultiLoad または
TPump がロード・ユーティリティーとして選択された場合にのみ利用可能になります。次のオプショ
ンがあります。
クリアせずに行を挿入。新規行を表に挿入します。
既存の行のみを更新。挿入される行に一致する既存のデータ行を更新します。表に存在しないデータ
にある行はすべて無視されます。
既存の行を更新または新規行を挿入 (アップサート)。既存のデータ行を更新するか、これが失敗した
場合は、新規行が追加されます。これは、UPDATE および INSERT の両方に対して 1 つの SQL ス
テートメントを使用して実行されます。
行を削除。既存の行が現在の行の述部に一致する場合、既存の行を削除します。
– TDP ID。Teradata データベースの識別子。
– アカウント ID。ユーザーに関連した Teradata アカウント。このフィールドはオプションです。
– ユーザー ID。Teradata ログインのユーザー名。
– パスワード。ログイン・ユーザー名に関連したパスワード。
Teradata 接続パラメーターをジョブ・プロパティーに既に指定してある場合は、「TDP ID」、「アカ
ウント ID」、「ユーザー ID」、および「パスワード」の各フィールドには、これらの設定値が初期
値として表示されます。これらのフィールドは編集できます。ジョブに複数の Teradata Load ステー
ジが入っている場合、それぞれのステージは、別々の Teradata データベースに接続できます。
– 説明。ステージのオプションの説明が入っており、これは、生成される COBOL プログラムに入りま
す。
「列」タブには、表に書き込まれるデータの列定義が入っています。列定義の定義またはロードにつ
いて詳しくは、 47 ページの『ステージ列定義の指定』 を参照してください。
「更新アクション」フィールドで行を更新またはアップサートすることを選択した場合、「列の更
新」タブが利用可能になります。これによって、ユーザーは、更新する列を選択したり、列の出力仕
様を定義できます。列の更新について詳しくは、 47 ページの『入力列の更新』 を参照してくださ
い。
「Where」タブは、「全般」タブの「更新アクション」フィールドで行の更新、アップサート、また
は削除を選択した場合に、利用可能になります。これを使用して、更新する行を選択する場合のフィ
ルター基準を指定できます。制約の構成について詳しくは、 48 ページの『WHERE 節の定義』 を参
照してください。
「パラメーター」タブを使用すると、ロード・ユーティリティーの実行を制御するパラメーターを指
定できます。 これらのオプションの設定について詳しくは、 48 ページの『Teradata ロード・ユーテ
ィリティー・パラメーター』 を参照してください。
「エラー」タブを使用すると、ロード・ユーティリティーのエラー処理オプションを設定できます。
これらのオプションの設定について詳しくは、 49 ページの『エラー処理オプションの指定』 を参照
してください。

46

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

「ファイル」タブには、データが書き込まれるフラット・ファイルを作成するのに必要な情報が入っ
ています。詳しくは、 50 ページの『ファイル・オプションの指定』 を参照してください。
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。

ステージ列定義の指定
「ステージ」ページの「列」タブを使用すると、Teradata Load ステージによって書き込まれるデータのフ
ォーマットを指定できます。次に、これらの列定義は、「入力」ページにプロジェクトされます。このタブ
には、次の列を持つグリッドがあります。
v 列名。列の名前。
v ネイティブ・タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲット・ス
テージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの『第 9 章
ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字数、
数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁数で
す。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁数、
その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 説明。列の説明テキスト。
前のアクティブ・ステージにあるデータをマッピングした場合、列は自動的にロードされます。ユーザー
は、また、「列」タブで列定義を入力して編集するか、「ロード」をクリックして、列定義をリポジトリー
からロードすることもできます。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、または
DCLGen ファイルとして列を保存します。列定義の編集について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メ
タデータの編集』 を参照してください。

入力列の更新
「列の更新」タブを使用すると、更新する入力列を選択し、列の出力仕様を指定できます。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名
を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択
された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリッ
クすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。更新する列の順序を変更するに
は、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
「選択された列」リストに列を移動すると、デフォルトの列の出力仕様は列の置換になります。この出力仕
様の編集は、「変更」をクリックして行うことができます。式エディターが表示されます。
出力仕様の式は、値を返さなければなりません。列、ジョブ・パラメーター、および定数を含む式は、「項
目タイプ」リスト・ボックスに示されている項目を使用して作成できます。 (これらの式のコンポーネント
の定義については、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。) 項目タイプを
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クリックすると、利用可能な項目が「項目プロパティー」リスト・ボックスに表示されます。項目をダブル
クリックして、その項目を「式の構文」ボックスに挿入します。
式で使用するオペレーターの選択は、「オペレーター」ツール・パレットでボタンをクリックして行いま
す。式に行った最後の変更を元に戻すには、「元に戻す」をクリックするか、「すべてクリア」をクリック
して、始めからやり直します。
式エディターは、式がビルドされるにしたがい、式を検証します。構文エラーが見つかると、メッセージが
赤色で表示され、エラーの原因となったエレメントには「式の構文」テキスト・ボックスの中でアンダーラ
インが付けられます。構文チェックおよびセマンティック・チェックの両方を実行するには、「検証」をク
リックします。 (「検証」ボタンは、プロジェクトまたはジョブ・プロパティーで「式のセマンティック・
チェックを実行」を選択すると、利用可能になります。)
式のビルドが終了したら、「OK」をクリックして、変更を保存します。式にエラーがある場合、構文を訂
正せずに続行できますが、式が無効であるという警告が出されます。

WHERE 節の定義
WHERE 節を定義して、一定の基準に基づいて更新または削除する行を選択できます。 WHERE 節を指定
しない場合は、表の中のすべての行は、「全般」タブで選択した更新アクションにしたがって、更新または
削除されます。
WHERE 節は、「WHERE」タブで定義されます。 WHERE 節を定義するには、以下のように、式をグリ
ッド内に作成します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
v 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
v オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。 WHERE 節での関数の使用に
ついては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
v 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力
します。文字値は、単一引用符で囲みます。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 WHERE 節をビルドするにしたがい、WHERE 節が
「Where」フィールドに表示されます。 WHERE 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でなければ
なりません。節を検証するには、「検証」をクリックします。エラーが起こった場合は、式を訂正するか、
「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しくない
WHERE 節は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。 WHERE 節の検証後、重複した括弧があれば削除される
場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。

Teradata ロード・ユーティリティー・パラメーター
Teradata ロード・ユーティリティーを実行するために必要なパラメーターは、「ステージ」ページの「パラ
メーター」タブに設定されます。ここに表示されるフィールドは、「全般」タブで選択したロード・ユーテ
ィリティーにしたがって異なります。
FastLoad の場合、フィールドには以下のものが含まれます。
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v 最小セッション。必要なセッションの最小数。
v 最大セッション。許可されるセッションの最大数。
v テナシティー。指定された最小のセッション数を得るまでロード・ユーティリティーが Teradata データ
ベースにログオンを試行する時間数。
v スリープ。あるログオン試行から次のログオン試行まで待機する分数。
MultiLoad パラメーターには、上記のすべて、および、以下が含まれます。
v ログ表。ロギングに使用する表の名前。デフォルトの名前は LoadLog#####_date_time で、date は
CCYYMMDD フォーマットの現行日付、time は HHMMSS フォーマットの現行時刻です。 ##### は、5
桁のシーケンス番号で、ジョブにそのような名前が複数ある場合に、名前をユニークにするために使用
されます。
v 作業表。ロード・ユーティリティーで使用される作業表の名前。表名は、非再開タスクの場合は、新規
の実在しない名前、再開タスクの場合は既存の表名でなければなりません。デフォルトの名前は
WorkTbl#####_date_time で、date は CCYYMMDD フォーマットの現行日付、time は HHMMSS フォー
マットの現行時刻です。 ##### は、5 桁のシーケンス番号で、ジョブにそのような名前が複数ある場合
に、名前をユニークにするために使用されます。
v チェックポイント。あるチェックポイントから次のチェックポイントまでの間に、Teradata に送信され
る行の数。 TPump の場合は、この数は 0 から 60 で、MultiLoad の場合は 0 より大きいどの整数でも
かまいません。ブランクのままでもかまいません。
TPump パラメーターは、FastLoad および MultiLoad のパラメーター、およびその他のパラメーターと同じ
です。
v シリアライズ。ある行の処理を順次に行うかどうかを指定します。「ON」または「OFF」を選択しま
す。
v 待ち時間。一番古いレコードがバッファーに存在していた秒数に基づいて、フラッシュするしきい値を
指定します。 値は、ブランクまたは 10 より大きい整数のどちらかです。
v パック。複数ステートメントの要求にパックするステートメントの数を指定します。 1 から 300 まで
の数、または MAX を入力します。
v レート。ステートメントが Teradata に送信される 1 分あたりの最大レートを指定します。
v ロバスト。Teradata で複雑な再開を使用可能にするかどうかを指定します。 「ON」または「OFF」を
選択します。

エラー処理オプションの指定
Teradata ロード・ユーティリティーのエラー処理オプションは、「ステージ」ページの「エラー」タブに設
定されます。「全般」タブには、ユーザーが選択したロード・ユーティリティーに応じて、以下のフィール
ドの一部またはすべてが表示されます。
v エラー表 1。エラー情報が挿入されるデータベース表名。
v エラー表 2。エラー情報が挿入される 2 番目のデータベース表の名前。
v エラー制限 (パーセント)。実行が終了されるまでに許されるエラーの数。
v 重複 UPDATE 行。更新中の重複行の処理方法を決めます。「マーク」は重複行をエラー表に挿入し、
「無視」は重複を無視します。
v 重複 INSERT 行。挿入中の重複行の処理方法を決めます。「マーク」は重複行をエラー表に挿入し、
「無視」は重複を無視します。
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v 消失 UPDATE 行。更新中の欠落行の処理方法を決めます。「マーク」は欠落行をエラー表に挿入し、
「無視」はなにも行いません。
v 消失 DELETE 行。削除中の欠落行の処理方法を決めます。「マーク」は欠落行をエラー表に挿入し、
「無視」はなにも行いません。
v 範囲外 UPDATE 行。更新中の範囲外の行の処理方法を決めます。「マーク」は範囲外の行をエラー表
に挿入し、「無視」はなにも行いません。
v 範囲外 DELETE 行。削除中の範囲外の行の処理方法を決めます。「マーク」は範囲外の行をエラー表
に挿入し、「無視」はなにも行いません。

ファイル・オプションの指定
「ファイル」タブを使用すると、データを保留するために作成されるフラット・ファイルについてのさまざ
まなオプションを指定できます。このタブには、以下のフィールドがあります。
v ファイル名。データが書き込まれるファイルの名前。
v 書き込みオプション。ロード・ファイルへのデータの書き込み方法を指定できます。 4 つのオプション
があります。
– 新規ファイルを作成。ファイルが既に存在するかをチェックしないで新規ファイルを作成します。こ
れはデフォルトです。
– 既存ファイルへ追加。既存のファイルにデータを追加します。
– 既存ファイルに上書き。既存のファイルを削除して、新規ファイルで置換します。
– 既存ファイルを削除して再作成。既存のファイルが既にカタログされている場合はこれを削除し、再
作成します。
v DD 名。JCL にあるファイルのデータ定義名。 1 から 8 までの英数字で、先頭文字は英字でなければ
なりません。
v 正常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了したときの、データ・ファイルの処理のパラメー
ターが入ります。 4 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。これはデフォルトです。
– DELETE。ジョブの実行後にデータ・セットを削除します。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
– PASS。データ・セットを次のジョブ・ステップに渡しますが、ジョブの終了時にデータ・セットを削
除します。
v 異常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了しなかったときの、データ・ファイルの処理のパ
ラメーターが入ります。3 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。データ・セットを削除します。これはデフォルトです。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
v ボリューム通し番号。これは、ストレージ・スペースが予約されるディスクに関連した、ボリューム通
し番号識別子の名前です。 英数字を最大 6 文字使用できます。
v ユニット。データの保管先ディスクのデバイス・タイプを指定します。デフォルト値は SYSDA です。
v 割り振りタイプ。データを受け取るために予約されるユニットのタイプを SPACE パラメーターに指定
します。2 つのオプションがあります。
– TRK。トラック。これはデフォルトです。
– CYL。シリンダー。 これは、一般的に、TRK より大きいストレージ・スペースを割り振ります。

50

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

トラックまたはシリンダーの正確なサイズは、デバイスに依存します。
v 1 次割り振り量。ジョブの初期ストレージとして予約されるトラックまたはシリンダーの数が入りま
す。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 2 次割り振り量。1 次割り振りがジョブに不十分であった場合に予約されるトラックまたはシリンダー
の数が入ります。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 有効期限。新規データ・セットの有効期限を YYDDD または YYYY/DDD フォーマットで指定します。
2000 年 1 月 1 日以降の有効期限には、YYYY/DDD フォーマットを使用する必要があります。JCL 拡張
変数も使用できます。
YY は 01 から 99 までで、YYYY には 1900 から 2155 までが使用できます。 DDD は、閏年でない場
合は 000 から 365 までで、閏年の場合は 000 から 366 まで使用できます。
現行日付またはそれより前の日付を指定した場合、データ・セットは直ちに置き換えに適格になりま
す。有効期限が 99365、99366、1999/365、および 1999/366 のデータ・セットは、永続と見なされ、決
して削除されたり上書きされません。
v 保存期間。新規データ・セットを保存する日数を指定します。数値を入力するか、JCL 拡張変数を使用
できます。ジョブが実行されると、この値が現行日付に追加され、閏年でない年は 365 日、閏年には
366 日を使用して、有効期限が生成されます。 計算された有効期限が 1999 年 12 月 31 日になる場
合、有効期限は 2000 年 1 月 1 日に設定されることに注意してください。
有効期限または保存期間のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。これらのフィールドのどち
らかに値を入力すると、他方のフィールドは使用不可になります。検証はどちらのフィールドでも行われま
せん。正しくない値を入力した場合は、JCL エラーが起こります。
これらのパラメーターは、JCL の生成中に使用されます。ボリューム通し番号、有効期限、および保存期
間を除くすべてのフィールドが必須です。

Teradata Load 入力データの定義
ユーザーが Teradata の表にデータを書き込むとき、Teradata Load ステージは入力リンクを使用します。
このリンクのプロパティーおよびデータの列定義が、「Teradata Load ステージ」ダイアログ・ボックスの
「入力」ページで定義されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Teradata Load ステージへの入力リンクの名前。 このフィールドを使用して、表示する入力デ
ータのセットを選択します。
v 全般。選択されたリンクのオプションの説明が入ります。
v 列。表に書き込まれるデータの列定義が入ります。このページには、次の列を持つグリッドがありま
す。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについては、 227 ページの『第
9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
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– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、Teradata Load ステージの「入力」ページでは読み取り専用です。 変更を行う場合は、
「ステージ」ページの「列」タブに戻る必要があります。

Teradata Relational ステージ
以下のトピックでは、z/OS プラットフォームで Teradata データベース表に対するデータの読み取りまたは
書き込みを行うための Teradata Relational ステージについて説明します。

Teradata Relational ステージの使用
Teradata Relational ステージでは、任意の数の入力リンクおよび出力リンクを使用できます。ただし、それ
ぞれの入力リンクは、1 つの Teradata 表しかサポートしていません。
1 つ以上の Teradata Relational ステージがあるジョブでも、1 つの Teradata データベースにしか接続でき
ません。コードを生成する前に、Teradata データベース識別子、ユーザー ID、およびパスワードを含む
Teradata 接続パラメーターをジョブ・プロパティーに指定する必要があります。
Teradata Relational ステージおよび Relational ステージは、プリプロセッサーの制約事項があるために、同
じジョブ内で使用できません。
Teradata Relational ステージを編集すると、「Teradata Relational Stage」ダイアログ・ボックスが表示され
ます。このダイアログ・ボックスでは、最大 3 つのページが使用されます (ステージとの間に入力と出力
があるかどうかによって異なります)。
v ステージ。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには「全般」タブがあり、ステ
ージの説明 (オプション) を入力できます。この説明は、生成される COBOL プログラムに入ります。
「全般」タブにはフィールドが 2 つあります。
– end-of-data 行を生成。ステージがソースとして使用される場合にのみ表示されます。それぞれの出力
リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーターを追加するには、このチェック・ボッ
クスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA という名前の組み込み変数で、データの最
後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちます。 (この変数の使用について詳しく
は、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さらに、すべての列は NULL に設定さ
れます。
– アクセス・タイプ。リレーショナル・アクセス・タイプを表示します。 Teradata Relational ステージ
では TERADATA がデフォルトで、読み取り専用です。
v 入力。データ入力リンクの表名、更新アクション、列定義、および WHERE 節 (オプション) を指定し
ます。
v 出力。それぞれのデータ出力リンクについて、使用する表および関連列定義を指定します。また、この
ページでは、表からデータを抽出する場合に使用する SQL 照会を指定します。
「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。
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Teradata Relational 入力データの定義
ユーザーが Teradata の表にデータを書き込むとき、Teradata Relational ステージは入力リンクを使用しま
す。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義が、「Teradata Relational ステージ」ダイアログ・
ボックスの「入力」ページで定義されます。
「入力」ページでは、以下のフィールドと、指定する更新アクションによって最大 4 つのタブを使用しま
す。
v 入力名。入力リンクの名前。「入力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Teradata Relational ステージへの入力リンクのすべてが表示されます。入力リンクが 1 つしかない場
合、このフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。このタブは、デフォルトでは常に存在し、表示されています。以下のパラメーターがあります。
– 表名。データが書き込まれる表の名前を指定します。「表名」テキスト・ボックスに名前を入力し、
必要な場合は、位置名と所有者名で修飾します。修飾名は、location.owner.tablename または
owner.tablename というフォーマットで入力します。表名に COBOL 予約語または SQL 予約語を使
用することはできません。リストについては、 277 ページの『第 15 章 予約語』 を参照してくださ
い。
– 更新アクション。データの書き込み方法を指定します。使用するオプションを、リストから選択しま
す。
新規行を挿入または既存の行を更新。新規行を挿入するか、挿入が失敗した場合は、既存の行を更新
します。
クリアせずに行を挿入。行が既に存在しているかどうか確認せずに、新規行を表に挿入します。
既存の行を完全に置換。挿入される行に一致する既存の行を削除し、新規行を表に追加します。
既存の行のみを更新。挿入される行に一致する既存のデータ行を更新します。表に存在しないデータ
にある行はすべて無視されます。
既存の行を更新または新規行を挿入。既存のデータ行を更新するか、これが失敗した場合は、新規行
が追加されます。これは、UPDATE および INSERT の両方に対して 2 つの SQL ステートメントを
使用して実行されます。
行を削除。既存の行が新規行の述部に一致する場合、既存の行を削除します。
行のアトミック・アップサート。既存のデータ行を更新するか、これが失敗した場合は、新規行が追
加されます。これは、UPDATE および INSERT の両方に対して 1 つの SQL ステートメントを使用
して実行されます。
– 説明。入力リンクのオプションの説明が入ります。
v 列。このタブは常に存在し、表に書き込まれるデータの列定義が入っています。このタブには、次の列
を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲット・
ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの『第 9
章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
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– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
前のアクティブ・ステージにあるデータをマッピングした場合、列は自動的にロードされます。ユー
ザーは、また、列グリッドで列定義を入力して編集するか、「ロード」をクリックして、列定義をリ
ポジトリーからロードすることもできます。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD フ
ァイル、または DCLGen ファイルとして列を保存します。列定義の編集について詳しくは、 239 ペー
ジの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
v 列の更新。このタブは、「全般」タブの「更新アクション」フィールドで、行の更新または置換を選択
した場合に表示されます。これは、「クリアせずに行を挿入」、「既存の行を完全に置換」、または
「行を削除」を選択した場合は表示されません。 これによって、ユーザーは、更新する列を選択した
り、列の出力仕様を定義できます。列の更新について詳しくは、『入力列の更新』 を参照してくださ
い。
v WHERE。このタブは、「全般」タブの「更新アクション」フィールドで、行の更新、置換、または削除
を選択した場合に表示されます。これは、「クリアせずに行を挿入」を選択した場合は表示されませ
ん。これを使用して、更新する行を選択する場合のフィルター基準を指定できます。 WHERE 節の構成
について詳しくは、 55 ページの『WHERE 節の使用』 を参照してください。

入力列の更新
「列の更新」タブを使用すると、更新する入力列を選択し、列の出力仕様を指定できます。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名
を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択
された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリッ
クすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。更新する列の順序を変更するに
は、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
「選択された列」リストに列を移動すると、デフォルトの列の出力仕様は列の置換になります。この出力仕
様の編集は、「変更」をクリックして行うことができます。式エディターが表示されます。
出力仕様の式は、値を返さなければなりません。列、ジョブ・パラメーター、および定数を含む式は、「項
目タイプ」リスト・ボックスに示されている項目を使用して作成できます。 (これらの式のコンポーネント
の定義については、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。) 項目タイプを
クリックすると、利用可能な項目が「項目プロパティー」リスト・ボックスに表示されます。項目をダブル
クリックして、その項目を「式の構文」ボックスに挿入します。
式で使用するオペレーターの選択は、「オペレーター」ツール・パレットでボタンをクリックして行いま
す。式に行った最後の変更を元に戻すには、「元に戻す」をクリックするか、「すべてクリア」をクリック
して、始めからやり直します。
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式エディターは、式がビルドされるにしたがい、式を検証します。構文エラーが見つかると、メッセージが
赤色で表示され、エラーの原因となったエレメントには「式の構文」テキスト・ボックスの中でアンダーラ
インが付けられます。構文チェックおよびセマンティック・チェックの両方を実行するには、「検証」をク
リックします。 (「検証」ボタンは、プロジェクトまたはジョブ・プロパティーで「式のセマンティック・
チェックを実行」を選択すると、利用可能になります。)
式のビルドが終了したら、「OK」をクリックして、変更を保存します。式にエラーがある場合、構文を訂
正せずに続行できますが、式が無効であるという警告が出されます。

WHERE 節の使用
WHERE 節を定義して、一定の基準に基づいて、更新、置換、または削除する行を選択できます。
WHERE 節を指定しない場合は、表の中のすべての行は、「全般」タブで選択した更新アクションにした
がって、更新、置換、または削除されます。
WHERE 節は、「WHERE」タブで定義されます。 WHERE 節を指定するには、以下のように、WHERE
グリッド内で式を作成します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
v 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
v オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。 WHERE 節での関数の使用に
ついては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
v 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力
します。文字値は、単一引用符で囲みます。ジョブ・パラメーターは、ここで使用できますが、Teradata
Relational ソース・ステージの WHERE 節では使用できないことに注意してください。 Teradata
Relational WHERE 節でのジョブ・パラメーターの使用について詳しくは、 210 ページの『パラメータ
ー』 を参照してください。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 WHERE 節をビルドするにしたがい、WHERE 節が
「Where」フィールドに表示されます。 WHERE 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でなければ
なりません。節を検証するには、「検証」をクリックします。エラーが起こった場合は、式を訂正するか、
「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しくない
WHERE 節は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。 WHERE 節の検証後、重複した括弧があれば削除される
場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。

Teradata Relational 出力データの定義
Teradata データベース表からデータを読み取るとき、Teradata Relational ステージは出力リンクを使用しま
す。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義が、「Teradata Relational ステージ」ダイアログ・
ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページでは、データを出力するための SQL ステートメントの指定をどのように選択するかによっ
て、以下のフィールドと最大 9 個のタブを使用します。
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v 出力名。出力リンクの名前。「出力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Teradata Relational ステージからの出力リンクのすべてが表示されます。出力リンクが 1 つしかない場
合、このフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 表。このタブはデフォルトで表示され、ここで、データ抽出元の表を選択できます。使用可能な表は、
リポジトリーに既に定義がなければなりません。
「選択された表」リストへの表の移動は、表名をダブルクリックするか、表名を強調表示して > をクリ
ックすることによって行えます。すべての表を移動するには、>> をクリックします。 「選択された
表」リストからの単一表の削除は、表名をダブルクリックするか、表名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての表を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。表の順序を再配列するに
は、「選択された表」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
表を複数回選択して、自己結合を実行できます。この場合、「選択された表」リストで、ユニークな別
名が自動的に生成されます。別名の編集は、別名を強調表示し、新しい名前を入力することによって行
えます。
v 選択。このタブを使用すると、データを抽出する元の列を選択できます。ツリー構造を使用すると、
「使用可能な列」リストに、ユーザーが「表」タブで選択した表集合が表示されます。表名の隣の + を
クリックして、関連列名を表示します。
「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をクリ
ックすることによって行えます。単一表からすべての列を移動するには、表名を強調表示し、> または
>> をクリックします。「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して < をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリ
ックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。列の順序を再配列するに
は、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
「表」タブで「選択された表」リストから表を削除する場合は、その列が自動的に「選択」タブから削
除されます。
「選択された列」リストは、列名、表別名、ネイティブ・データ・タイプ、および各列の式を表示しま
す。「新規」をクリックして算出列を追加するか、変更をクリックして選択された列の算出値を変更し
ます。算出列について詳しくは、 58 ページの『算出列の定義』 を参照してください。
v WHERE。「Where」グリッドを使用すると、出力リンクにある行をフィルタリングする WHERE 節を
定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。 WHERE 節での関数の使用
については、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用
符で囲みます。ジョブ・パラメーターは、ここでは使用できないことに注意してください。ジョブ・
パラメーターは、Teradata Relational ターゲット・ステージの WHERE 節でのみ使用できます。
Teradata Relational WHERE 節でのジョブ・パラメーターの使用について詳しくは、 210 ページの『パ
ラメーター』 を参照してください。
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– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 WHERE 節をビルドするにしたがい、WHERE 節が
「Where」フィールドに表示されます。 WHERE 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でなけ
ればなりません。節のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合は、
式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があり
ます。 正しくない WHERE 節は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。 WHERE 節の検証後、重複した括弧があれば削除
される場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v GROUP BY。このタブを使用すると、出力リンクの中の、GROUP BY する列を選択できます。「使用
可能な列」リストには、「選択」タブで選択した列が表示されます。「使用可能な列」リストおよび
「GROUP BY 列」リストには、各列の名前、表別名、およびネイティブ・データ・タイプが表示され
ます。
「GROUP BY 列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をク
リックすることによって行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択された
列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。 GROUP BY する列の順序
を変更するには、「GROUP BY 列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v Having。このタブは、GROUP BY する列を選択した場合にのみ表示されます。これを使用すると、
GROUP BY 節のスコープを狭くできます。 Having グリッドを使用すると、グループ化された列が選択
される前に満たす必要がある条件を指定できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、フィルターに掛けたい列を選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。
– 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用
符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。 HAVING 節をビルドするにしたがい、HAVING 節が
「Having」フィールドに表示されます。 HAVING 節は、TRUE または FALSE を返すブール式でな
ければなりません。 HAVING 節のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。エラーが起こ
った場合は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルす
る必要があります。 正しくない HAVING 節は、保存できません。
v ORDER BY。このタブを使用すると、選択された出力列のデータのソート順序を指定できます。「使用
可能な列」リストおよび「ORDER BY 列」リストには、各列の名前、表別名、およびネイティブ・デ
ータ・タイプが表示されます。「ORDER BY 列」リストの「順序」列には、列データのソート順序が
表示されます。
「ORDER BY 列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をク
リックすることによって行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「ORDER BY
列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックす
ることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。
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どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。列の順序を再配列するに
は、「ORDER BY 列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
選択された列のデータのソート順序を指定するには、「ORDER BY 列」リストの「順序」フィールド
をクリックします。リストで「昇順」または「降順」を選択するか、データベース・デフォルトの「ソ
ートするものなし」を選択します。
v SQL。このタブでは、「表」、「選択」、「WHERE」、「GROUP BY」、「Having」、および
「ORDER BY」の各タブでのユーザーの選択から構成された SQL ステートメントを表示します。ステ
ートメントの編集は、「SQL」テキスト・ボックスにタイプ入力することによって行えます。詳しく
は、 59 ページの『SQL ステートメントの変更』 を参照してください。
v 列。このタブは、SQL ステートメントによって生成された出力列を表示します。このグリッドには以下
の列があります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲット・
ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの『第 9
章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「SQL」タブで SQL ステートメントを変更していない場合、このタブで編集できるのは列名だけで
す。 SQL ステートメントを変更したが、指定された表のリポジトリーにメタデータが定義されてい
ない場合は、「列」タブで、列を追加、編集、および削除することもできます。「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、「すべてクリア」をクリックして始めからや
り直します。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファ
イルとして列を保存します。列の編集が許可される条件について詳しくは、 59 ページの『SQL ステ
ートメントの変更』 を参照してください。

算出列の定義
算出列は、通常、列のアグリゲートを実行する、または列データ・タイプを変換するために使用されます。
また、算出列を使用すると、Aggregator ステージまたは Transformer ステージでは利用できない一部の
Teradata 関数にアクセスすることもできます。
算出列の定義または変更は、「選択」タブで行います。新規算出列を定義するには、「新規」をクリックし
ます。既存の算出列を編集するには、「選択された列」リストで列を強調表示し、「変更」をクリックしま
す。 (「変更」ボタンは、既に算出列が定義されている場合にのみ利用可能になります。)
「新規」または「変更」をクリックすると、「算出列」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスには次のフィールドがあります。
v AS 節の名称。算出列の名前。算出列には固有の名前を割り当てる必要があります。
v 説明。列の説明 (オプション)。
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v ネイティブ・データ・タイプ。列のネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージ
およびターゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、
227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字数、
数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁数で
す。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁数、
その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 式。列値を計算するために使用する式が入ります。
算出列に使用する式は、「式」テキスト入力ボックスにタイプ入力することによって定義できます。「関
数」をクリックして、利用可能な Teradata 関数のリストを入手します。関数を選択し、「OK」をクリッ
クして、その関数を「式」フィールドに挿入するか、単に関数名をダブルクリックします。
<Operand> を、式の中の列名で置き換えるには、<Operand> を強調表示または削除して、「列」をクリッ
クします。 使用可能な列のリストが表示されます。これらの列の 1 つを選択し、「OK」をクリックし
て、その列を「式」フィールドに挿入するか、単に列名をダブルクリックします。終わったら、「検証」を
クリックして式を検証し、次に「OK」をクリックして変更を保存します。
正しくない列出力仕様は、保存できません。式が検証されたときにエラーが検出された場合は、式を訂正す
るか、アクションをキャンセルします。

SQL ステートメントの変更
このタスクについて
InfoSphere DataStage を使用すると、「SQL」タブで SQL ステートメントを編集できます。 右クリックに
より、切り取り、貼り付け、コピーなどの編集機能のショートカット・メニューが表示されます。使用した
い事前定義の SQL ステートメントがある場合は、そのステートメントを「SQL」テキスト・ボックスにカ
ット・アンド・ペーストできます。ジョブ・パラメーターは SQL ステートメントでは使用できません。サ
ポートされているのは (HIGH_VALUES と LOW_VALUES を除き) 列名と定数だけです。
「検証」をクリックして、作成したステートメントを検証します。SQL SELECT ステートメント全体を構
文解析することができ、さらに、表メタデータが、指定された表のリポジトリーに定義されている場合は、
適用可能なその他のページに変更が伝搬されます。
SQL SELECT ステートメント全体が構文解析できる、または、少なくとも SELECT リスト節および
SELECT FROM 節が構文解析できるが、リポジトリーに表メタデータが定義されていない、さらに列が
「列」タブにない場合は、InfoSphere DataStage が、指定された列名、Char というデフォルトのデータ・タ
イプ、および 10 という長さを使用して、各列の列定義を SELECT リストに作成します。列が既に「列」
タブに存在している場合、それらの列は、列の数およびデータ・タイプ、長さ、スケールなどの属性も含め
て、SELECT リストに定義されている列に一致しなければなりません。「ロード」ボタンおよび「すべて
クリア」ボタンを使用して、編集またはクリアを行うか、あるいは、新規列定義を「列」タブにロードでき
ます。
「SQL」タブの SELECT リストと「列」タブの列リストが一致しない場合、Teradata プリコンパイラー、
Teradata バインド、または実行時のエラーが起こります。
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SQL SELECT リスト節および SELECT FROM 節が構文解析できて、さらに、指定した表のリポジトリー
に表メタデータが定義されている場合は、「列」タブにある列リストはクリアされて、メタデータから再び
取り込まれます。「列」タブにある「ロード」ボタンおよび「すべてクリア」ボタンは使用不可になり、列
名の変更を除いて、すべての編集はできません。
SQL SELECT リスト節または SELECT FROM 節のどちらかが構文解析できない場合、「列」タブに定義
されている列を変更することはできません。列の数が、SELECT リスト節に定義されている数に一致して
いること、および、列が、データ・タイプ、長さ、およびスケールに関して、正しい属性であることを確認
する必要があります。「ロード」ボタンまたは「すべてクリア」ボタンを使用して、編集またはクリアを行
うか、あるいは、新規列定義を「列」タブにロードします。「SQL」タブの SELECT リストと「列」タブ
の列リストが一致しない場合、Teradata プリコンパイラー、Teradata バインド、または実行時のエラーが起
こります。
検証が正常に行われない場合、エラー・メッセージが出ます。SQL ステートメントを訂正する、変更を元
に戻す、または、訂正をせずに続行する、を選択します。ただし、訂正せずに続行した場合は、「出力」ペ
ージで、「全般」、「SQL」、および「列」タブだけがアクティブになります。
注: Teradata 構文の一部 (subquery など) は、InfoSphere DataStage によって正常に検証が行われません。
エラー・メッセージが出た場合でも、SQL ステートメントが正しいという確信がある場合は変更せずに続
行してください。

Complex Flat File ステージ
以下のトピックでは、複雑なフラット・ファイル・データ構造からデータを読み取るための Complex Flat
File ステージについて説明します。コンプレックス・フラット・ファイルには、1 つ以上の
GROUP、REDEFINES、OCCURS、または OCCURS DEPENDING ON 節を入れることができます。

Complex Flat File ステージの使用
Complex Flat File ステージはソース・ステージとしてのみ使用され、入力リンクを受け取ることはできま
せん。ソースとして、Complex Flat File ステージは、データをフラット・ファイルから読み取ります。
Complex Flat File ステージは 1 つ以上の出力リンクを使用し、出力はアクティブ・ステージにリンクされ
ていなければなりません。
ユーザーが Complex Flat File ステージを編集すると、「Complex Flat File 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページは、タブを最大 5 つ使用しま
す。「全般」タブでは、ソース・データの属性を指定します。また、ステージの説明をオプションで入
力でき、これは、生成される COBOL プログラムに入ります。「全般」タブには、以下のフィールドが
あります。
– 「ファイル名」フィールドは、メインフレーム・ソース・ファイルで、ここからデータが読み取られ
ます。
– end-of-data 行を生成。それぞれの出力リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーター
を追加するには、このチェック・ボックスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA とい
う名前の組み込み変数で、データの最後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちま
す。 (この変数の使用について詳しくは、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さ
らに、すべての列は NULL に設定されます。
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– 「DD 名」フィールドは、JCL にあるファイルのデータ定義名です。 1 から 8 までの英数字で、先
頭文字は英字でなければなりません。デフォルトの名前は DDn で、n は内部ジョブ番号です。この
名前は、編集することができます。
– 「アクセス・タイプ」リストは、データが QSAM ファイルまたは VSAM ファイルの一部であるか
どうかを定義します。データがどちらのカテゴリーに分類されるかを指定する必要があります。
QSAM_SEQ_COMPLEX。QSAM ファイル構造。
VSAM_ESDS。VSAM 入力順データ・セット・ファイル構造。
VSAM_KSDS。VSAM キー順データ・セット・ファイル構造。これが選択された場合は、少なくとも
1 つの列を「キー」として定義する必要があります。
VSAM_RRDS。相対レコード・データ・セット・ファイル構造。
– 開始行。最初の行から開始してソース・ファイルを読み取る場合は「最初の行」を選択し、特定の行
番号から読み取りを開始する場合は「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を入力
してください。このフィールドのデフォルト値は 1 で、最大値はありません。
– 終了行。最後の行を読み取ったらソース・ファイルの読み取りを停止する場合は「最後の行」を選択
し、特定の行番号の後で停止する場合は「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を
入力してください。このフィールドのデフォルト値は 1 で、最大値はありません。
– ブロック・タイプ。ソース・ファイルのブロック・タイプを選択します。デフォルトは「固定長ブロ
ック・ファイル」で、これは、ソース・ファイルに固定レコード長が入っていることを示します。ま
た、Complex Flat File ステージは、OCCURS DEPENDING ON 節を使用し、または使用しないで、
可変ブロック・ファイルを読み取るために使用することもできます。
「列」タブでは、ソース・データの列定義を指定します。列定義の定義またはロードについて詳しく
は、『ステージ列定義の指定』 を参照してください。
「ファイル参照」タブは、COBOL PICTURE 節、開始オフセットおよび終了オフセット、および各列
のストレージ長を含む、ソース・ファイル内の列についての専門化された情報を表示します。右クリ
ックすると、ファイル参照レイアウトが HTML ファイルとして保存されます。
「プレソート」タブを使用すると、ソース・データをプレソートしてから、ジョブ・デザインの中の
次のステージ渡すことができます。ソート制御ステートメントの作成について詳しくは、 64 ページの
『データのプレソート』 を参照してください。
「オプション」タブは、「プレソート」タブでソース・データのプレソートを選択した場合にのみ利
用可能になります。 これらのオプションの設定について詳しくは、 65 ページの『ソート・ファイ
ル・パラメーターの指定』 を参照してください。
v 出力。データ出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。

ステージ列定義の指定
「ステージ」ページの「列」タブを使用すると、Complex Flat File ステージで読み取られるデータの列定
義を指定できます。次に、これらの列定義は、「出力」ページにプロジェクトされます。
「列」タブには、以下の情報を持つグリッドがあります。
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v レベル番号。データが定義されている COBOL レベル番号。レベル番号が指定されない場合は、05 とい
うデフォルト値が割り当てられます。
v 列名。列の名前。
v キー。入力列がレコード・キーであるかどうかを指定します。キーとして定義できるのは、1 つのフィ
ールドに限られます。グループは、グループ・フィールドを 1 つのキーとして定義することによってキ
ーとして定義できます。ソース・ファイルのアクセス・タイプが VSAM_KSDS である場合、このフィ
ールドは必須です。
v ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲ
ット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの
『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デー
タ・タイプの場合は総桁数です。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合は
小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。 (NULL 可能列は、Complex
Flat File ステージではサポートされていません。)
v 説明。列の説明テキスト。
ショートカット・メニューを使用して、グリッドの中の列定義を追加、修正、または削除できます。列定義
の編集について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
また、このタブには、以下の 3 つのボタンがあります。
v 名前を付けて保存。列定義をリポジトリーに保存し、この列定義をその他のステージに後で再利用する
場合は、これをクリックします。「表定義の保存」ダイアログ・ボックスが表示され、このダイアロ
グ・ボックスで、列を、表定義、COBOL ファイル定義 (CFD)、または DB2 DCLGen ファイル (DFD)
として保存できます。
v すべてクリア。ステージから列定義をすべてクリアするには、これをクリックします。
v ロード。以下のように、リポジトリーにある表定義から列を選択してロードするには、これをクリック
します。
– まず、「表定義」ダイアログ・ボックスから、既存の表を選択するか新しい表をインポートします。
– 次に、「表からの列の選択」ダイアログ・ボックスで、ロードしたい列を選択します。「使用可能な
列」ツリーに、グループや配列などの COBOL 構造が表示されます。すべての列を表示したくない場
合は、表示しない列をフィラー列で置換するように指定できます。詳しくは、 63 ページの『フィラー
の作成と展開』 を参照してください。
– フラット化をオプションにした列構造に配列がある場合は、「Complex file load option」ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。これによって、ステージの中の配列データの処理方法を指定できま
す。詳しくは、 63 ページの『配列処理』 を参照してください。
ロードされた表のアクセス・タイプが、「ステージ」ページの「アクセス・タイプ」フィールドにリストさ
れているタイプのいずれでもない場合は、Complex Flat File ステージでサポートされていないネイティ
ブ・データ・タイプを持つすべての列に対して、ネイティブ・データ・タイプ変換が行われます。詳しく
は、 227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
複数の表定義をロードする場合は、後続の表にある列のリストが、現行リストの最後に追加されます。後続
のリストの最初の列のレベル番号が、現在のリストの最終列より高いレベル番号である場合、InfoSphere
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DataStage が、後続のリストがロードされる前に「02 FILLER」グループ項目を挿入します。 (ただし、ロ
ードされる最初の列が既に 02 というレベル番号を持っている場合、これは実行されません。)
ここで表示される列には、ソース・ファイルの実際のレイアウトが反映されます。ユーザーが、各列の出力
を必要としない場合でも、フィラーを含む、ファイル・レイアウトのすべての列がここで表示されます。
「出力」ページでは、ステージから出力する列を選択します。
フィラーの作成と展開:
メインフレームの表定義には、数百個もの列が含まれていることがよくあります。そのため、ストレージ・
スペースと処理時間の節約のために、「表からの列の選択」ダイアログ・ボックスに「フィラーを生成」オ
プションがあります。
このチェック・ボックスはデフォルトで選択されていますが、シンプル・フラット・ファイルまたはコンプ
レックス・フラット・ファイルから列をロードするときにだけ利用できます。 このオプションでは、選択
解除された列のシーケンスを縮小して、適切なサイズの FILLER アイテムにできます。ネイティブ・デー
タ・タイプは CHARACTER に設定され、名前は FILLER_XX_YY に設定されます。XX は開始オフセッ
ト、YY は末尾のオフセットです。
グループ配列または OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列のエレメントのフィラーの名前は FILLER_NN
に設定されます。NN はエレメント番号を表します。 NN は、選択解除された最初のグループ・エレメン
トを基点に 1 で始まり、順次に番号付けされます。 ODO 列に続くフィラーも順次に番号付けされます。
列を再選択する場合は、列グリッドの中でフィラーを展開できます。ショートカット・メニューでフィラー
を右クリックし、「フィラーの展開」を選択します。「フィラーの展開」ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、所定のフィラーから、列の一部またはすべてを選択できます。列を選択しなおすだけです。表定義を再
ロードする必要はありません。
さまざまな COBOL 構造に対するフィラーの作成方法の例、およびフィラーの展開について詳しくは、
243 ページの『第 11 章 フィラー』 を参照してください。
配列処理:
配列が入っている列定義を入力するかロードすると、「コンプレックス・ファイル・ロード・オプション」
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、次のオプションがあります。
v 選択された配列をフラット化。フラット化する列を個別に選択できます。列リスト内の配列を右クリッ
クし、「フラット化」または「正規化」を選択します。フラット化することを選択した配列の配列アイ
コンが変更されます。
v すべての配列をフラット化。配列の各エレメントに対して新規列が作成され、実行時にデータが 1 つの
行として表示されます。
v すべての配列を正規化。実行時にデータが複数行 (配列の各列に対して 1 行ずつ) として表示されま
す。これがデフォルトです。
再定義フィールドまたは OCCURS DEPENDING ON 節がある配列の列は、フラット化できません。「コ
ンプレックス・ファイル・ロード・オプション」ダイアログ・ボックスですべての配列をフラット化するこ
とを選択した場合でも、これらの列は常に正規化されます。 ODO 列の使用済み実行回数だけが、ステー
ジから出力されます。
レコードの ODO 列のオカレンス数がゼロの場合は、1 行が処理されます。 ODO 節にしたがうエレメン
トのために使用された値は、エレメントが NULL 可能な場合は NULL になり、エレメントが NULL 可能
でない場合は、データ・タイプに応じてスペースまたはゼロになります。
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ユーザーのファイルの中で ODO が配列の列の唯一のタイプである場合は、「コンプレックス・ファイ
ル・ロード・オプション」ダイアログ・ボックスは表示されません。両方の配列タイプの列がある場合、ダ
イアログ・ボックスは表示されますが、ODO 列は、選択フラット化用には利用不可です。

データのプレソート
ソース・データをプレソートすると、データ形式変更とアグリゲートが行われるアクティブ・ステージの処
理を単純化できます。 InfoSphere DataStage を使用すると、コードの生成時にメインフレーム DFSORT ユ
ーティリティーを使用することによって、Complex Flat File ステージにロードされたデータをプレソート
できます。
プレソート基準は、「プレソート」タブで指定します。このタブは 2 つのペインに分かれています。左の
ペインには利用可能な制御ステートメントが表示され、右のペインで、生成される JCL に追加されるプレ
ソート・ステートメントを編集できます。「制御ステートメント」リストの中の項目を強調表示すると、ス
テートメントの説明 (略記) が、ダイアログ・ボックスの下部のステータス・バー表示されます。
プレソート・ステートメントを作成するには、以下の 2 つの方法があります。
v 「制御ステートメント」リストの中の項目をダブルクリックして、これを「ステートメント・エディタ
ー」ボックスに挿入する。
v 任意の有効な制御ステートメントを直接「ステートメント・エディター」テキスト・ボックスに入力す
る。
「制御ステートメント」リストには、以下の項目が入っています。
v SORT FIELDS。入力レコードのソート制御フィールドの説明があります。「ソート」を選択すると、
「ソート列の選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスで、ソートする
列とソート順序を選択します。「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、
列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して > をクリックして行います。すべての列を移動する
には、>> をクリックします。 「選択された列」リストから列を削除するには、列名をダブルクリック
するか、列名を強調表示して < をクリックします。すべての列を削除するには、<< をクリックしま
す。どちらかのリストで特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。
配列の列はソートできず、「使用可能な列」リストで選択することはできません。
VARCHAR、VARGRAPHIC_G、または VARGRAPHIC_N データが入っている列は、データ・フィール
ドにのみ基づいてソートされます。 2 バイトの長さのフィールドはスキップされます。ソートは、デー
タ・フィールドの最大サイズを使用し、CHARACTER 列のソートと同じ方法で作動します。
列のソート順序を指定するには、「選択された列」リストの各列の隣にある「順序」フィールドをクリ
ックします。 2 つのオプションがあります。
– 昇順。これがデフォルト設定です。入力列データを昇順でソートするには、このオプションを選択し
ます。
– 降順。入力列データを降順でソートするには、このオプションを選択します。
ソートされる列の順序を変更するには、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
最初の列が 1 次ソート列で、残りの列は従属的にソートされます。
完了したら、「OK」をクリックして「ソート列の選択」ダイアログ・ボックスを閉じます。選択され
た列とそのソート順序が、「ステートメント・エディター」ボックスに表示されます。
v ALTSEQ CODE。EBCDIC 文字データの照合シーケンスを変更します。
v INCLUDE COND。追加する特定のレコードを指定します。
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v OMIT COND。必要がない入力レコードをフィルタリングします。
v RECORD TYPE。処理するレコードのタイプと長さを指定します。
v SUM FIELDS。サマリー・フィールドを出力データ・リストに追加します。
これらの制御ステートメントの完全な構文ダイアグラムを表示するには、「ヘルプ」をクリックしてくださ
い。
InfoSphere DataStage は、「プレソート」タブで、以下の制御ステートメントをサポートしていません。
v DEBUG
v END
v INREC
v MERGE
v MODS
v OPTION
v OUTFIL
v OUTREC
入力されたステートメントに対して、構文検査は行われません。ただし、サポートされていない制御ステー
トメントを使用した場合は、コード生成時にエラーが出ない場合でも、ジョブが実行されたときにエラーが
出ます。

ソート・ファイル・パラメーターの指定
「ステージ」ページの「オプション」タブを使用すると、プレソート済みメインフレーム・ファイルを作成
するのに必要な JCL パラメーターを定義できます。このタブには、以下のフィールドがあります。
v 正常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了したときの、データ・ファイルの処理のパラメー
ターが入ります。 4 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。ジョブの実行後にデータ・セットを削除します。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
– PASS。データ・セットを次のジョブ・ステップに渡しますが、ジョブの終了時にデータ・セットを削
除します。これはデフォルトです。
v 異常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了しなかったときの、データ・ファイルの処理のパ
ラメーターが入ります。3 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。データ・セットを削除します。これはデフォルトです。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
v ユニット。データの保管先ディスクのデバイス・タイプを指定します。デフォルト値は SYSDA です。
v 割り振りタイプ。ファイル用にストレージ・スペースが予約されるときに使用される割り振りのユニッ
トを指定します。2 つのオプションがあります。
– TRK。トラック。これはデフォルトです。
– CYL。シリンダー。 これは、一般的に、TRK より大きいストレージ・スペースを割り振ります。
トラックまたはシリンダーの正確なサイズは、デバイスに依存します。
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v 1 次割り振り量。ジョブの初期ストレージとして予約されるトラックまたはシリンダーの数が入りま
す。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 2 次割り振り量。1 次割り振りがジョブに不十分であった場合に予約されるトラックまたはシリンダー
の数が入ります。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v ボリューム通し番号。ファイルが書き込まれるユニットのボリューム通し番号。英数字を最大 6 文字使
用できます。
v 有効期限。新規データ・セットの有効期限を YYDDD または YYYY/DDD フォーマットで指定します。
2000 年 1 月 1 日以降の有効期限には、YYYY/DDD フォーマットを使用する必要があります。JCL 拡張
変数も使用できます。
YY は 01 から 99 までで、YYYY には 1900 から 2155 までが使用できます。 DDD は、閏年でない場
合は 000 から 365 までで、閏年の場合は 000 から 366 まで使用できます。
現行日付またはそれより前の日付を指定した場合、データ・セットは直ちに置き換えに適格になりま
す。有効期限が 99365、99366、1999/365、および 1999/366 のデータ・セットは、永続と見なされ、決
して削除されたり上書きされません。
v 保存期間。新規データ・セットを保存する日数を指定します。数値を入力するか、JCL 拡張変数を使用
できます。ジョブが実行されると、この値が現行日付に追加され、閏年でない年は 365 日、閏年には
366 日を使用して、有効期限が生成されます。 計算された有効期限が 1999 年 12 月 31 日になる場
合、有効期限は 2000 年 1 月 1 日に設定されることに注意してください。
有効期限または保存期間のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。これらのフィールドのどち
らかに値を入力すると、他方のフィールドは使用不可になります。検証はどちらのフィールドでも行われま
せん。正しくない値を入力した場合は、JCL エラーが起こります。
これらのパラメーターは、JCL の生成中に使用されます。ボリューム通し番号、有効期限、および保存期
間を除くすべてのフィールドが必須です。

Complex Flat File 出力データの定義
Complex Flat File ステージからの出力リンクは、コンプレックス・フラット・ファイル・データ構造から
出力されるデータを表します。そのようなリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、
「Complex Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページに表示されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。「出力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Complex Flat File ステージからの出力リンクのすべてが表示されます。出力リンクが 1 つしかない場
合、このフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 選択。このタブを使用すると、データを出力する元の列を選択できます。「使用可能な列」リストは、
ソース・ファイルからロードされた列を表示し、「選択された列」リストは、ステージから出力される
列を表示します。
デザイナー・クライアント・オプションで列プッシュ・オプションが選択されている場合、ユーザーが
「OK」をクリックしてステージを終了すると、すべてのステージ列定義が自動的にそれぞれの空の出力
リンクに伝搬されます。列のサブセットだけを出力するのでなければ、「選択」タブで列を選択する必
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要はありません。ただし、ステージ列のいずれかが GROUP データ・タイプである場合、列プッシュ・
オプションは、グループのすべてのメンバーが CHARACTER データ・タイプである場合にのみ機能し
ます。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。
「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して <
をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 特定の列
を見つけるには、「検索」をクリックします。
グループのすべてのエレメントが CHARACTER データである場合は、グループを 1 つのエレメントと
して選択できます。グループの 1 つ以上のエレメントが別のタイプである場合は、エレメントを別々に
選択する必要があります。グループ項目およびそのサブレベル項目がすべて選択された場合、ストレー
ジは、グループ項目および各サブレベル項目に割り振られます。
「選択された列」リストは、各列の列名および SQL タイプを表示します。列の順序を再配列するには、
「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v 制約。このタブは、デフォルトで表示されます。「制約」グリッドを使用すると、出力データをフィル
タリングする制約を定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択します。 (グループ列は制約式では使用でき
ず、表示されません。)
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。制約式での関数の使用につ
いては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入
力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィール
ドに表示されます。式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合
は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要が
あります。 正しくない制約は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v 列。このタブは出力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページ
の『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。 (NULL 可能列は、
Complex Flat File ステージではサポートされていません。)
第 5 章 メインフレーム・ジョブ・ステージ

67

– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「出力」ページでは読み取り専用です。定義の変更を行う場合は、「ステージ」ページの
「列」タブに戻る必要があります。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、
または DCLGen ファイルとして出力列を保存します。

正規化配列の選択
多くの場合、ユーザーは、Complex Flat File ステージからの出力として正規化配列を表す列を 1 つだけ選
択します。ただし、InfoSphere DataStage を使用すると、そのような列を複数選択できます。以下の例は、
シンプルからコンプレックスまでの範囲にわたりますが、InfoSphere DataStage が、行を出力リンクに送達
する前に、配列をどのように処理するかを示しています。
単一正規化列の選択:
この例は、単一正規化列から、出力列として両方のフィールドを選択した場合の結果を示しています。入力
ファイルから読み取られる各レコードに対して、3 つの行が出力リンクに書き込まれます。リンク外の 4
番目の行により、ファイルから 2 番目のレコードが読み取られ、再度処理が開始されます。
表 5. 入力レコード
入力レコード - 列 1

入力レコード - 列 2

入力レコード - 列 3

05

FIELD-A

PIC X(10).

05

FIELD-B

PIC S9(5) COMP-3 OCCURS 3
TIMES.

出力行 - 列 1

出力行 - 列 2

出力行 - 列 3

1 行目:

FIELD-A

FIELD-B(1)

2 行目:

FIELD-A

FIELD-B(2)

3 行目:

FIELD-A

FIELD-B (3)

表 6. 出力行

ネストされた正規化列の選択:
この例は、ネストされた配列フィールド出力として選択した場合の結果を示します。 FIELD-A および
FIELD-C を出力列として選択した場合、InfoSphere DataStage は、各レベルで、OCCURS の値を乗算しま
す。この例では、出力リンクに 15 行分が書き込まれます。
表 7. 入力レコード
入力レコード - 列 1

入力レコード - 列 2

05 FIELD-A

PIC X(10).

05 FIELD-B

OCCURS 3 TIMES.

10 FIELD-C

PIC S9(5) COMP-3 OCCURS 5 TIMES.
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表 8. 出力行
出力行 - 列 1

出力行 - 列 2

出力行 - 列 2

1 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 1)

2 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 2)

3 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 3)

4 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 4)

5 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 5)

6 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 1)

7 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 2)

8 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 3)

9 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 4)

10 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 5)

11 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 1)

12 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 2)

13 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 3)

14 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 4)

15 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 5)

パラレル正規化列の選択:
この例は、パラレル配列フィールドを出力列として選択した場合の結果を示します。InfoSphere DataStage
は、最も大きい添え字を使用して出力行の数を決定します。結果として、最も小さい配列が繰り返されま
す。このケースでは、入力フィールドのすべてを出力列として選択した場合、5 行分が出力リンクに書き込
まれ、より小さい配列が 4 番目の行で再開されます。
表 9. 入力レコード
入力レコード - 列 1

入力レコード - 列 2

入力レコード - 列 3

05

FIELD-A

PIC X(10).

05

FIELD-B

PIC S9(5) COMP-3 OCCURS 3
TIMES.

05

FIELD-C
PIC X(2) OCCURS 5 TIMES.
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表 10. 出力行
出力行 - 列 1

出力行 - 列 2

出力行 - 列 3

出力行 - 列 4

1 行目:

FIELD-A

FIELD-B(1)

FIELD-C(1)

2 行目:

FIELD-A

FIELD-B(2)

FIELD-C(2)

3 行目:

FIELD-A

FIELD-B (3)

FIELD-C (3)

4 行目:

FIELD-A

FIELD-B(1)

FIELD-C (4)

5 行目:

FIELD-A

FIELD-B(2)

FIELD-C (5)

ネストされたパラレル正規化列の選択:
より複雑なシナリオを使用して、この例では、パラレル配列フィールドおよびネストされた配列フィールド
の両方を出力として選択した場合の結果を示します。次の例で、FIELD-A、FIELD-C、および FIELD-E を
出力列として選択した場合、InfoSphere DataStage は、各レベルで最も大きな OCCURS 値を使用し、その
値を乗じることによって出力行の数を決定します。この場合、外部 (05) レベルでは 3 が OCCURS の最
大値であり、内部 (10) レベルでは 5 が OCCURS の最大値です。つまり、15 行分が出力リンクに書き込
まれます。
入力レコード:
05 FIELD-A

PIC X(10).

05 FIELD-B

OCCURS 3 TIMES.

10 FIELD-C

PIC X(2) OCCURS 4 TIMES.

05 FIELD-D

OCCURS 2 TIMES.

10 FIELD-E

PIC 9(3) OCCURS 5 TIMES.
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出力行:
1 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 1)

FIELD-E (1, 1)

2 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 2)

FIELD-E (1, 2)

3 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 3)

FIELD-E (1, 3)

4 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 4)

FIELD-E (1, 4)

5 行目:

FIELD-A

FIELD-C (1, 1)

FIELD-E (1, 5)

6 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 1)

FIELD-E (2, 1)

7 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 2)

FIELD-E (2, 2)

8 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 3)

FIELD-E (2, 3)

9 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 4)

FIELD-E (2, 4)

10 行目:

FIELD-A

FIELD-C (2, 1)

FIELD-E (2, 5)

11 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 1)

FIELD-E (1, 1)

12 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 2)

FIELD-E (1, 2)

13 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 3)

FIELD-E (1, 3)

14 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 4)

FIELD-E (1, 4)

15 行目:

FIELD-A

FIELD-C (3, 1)

FIELD-E (1, 5)

いくつかの添え字が繰り返されることに注意してください。特に、各レベルで OCCURS の最大値に達しな
い添え字 (FIELD-C の 2 番目の添え字および FIELD-E の最初の添え字を含む) は最初からやり直される
ことに注意してください。

DB2 Load Ready Flat File ステージ
以下のトピックでは、DB2 バルク・ローダー機能で使用できる互換のフォーマットで、順次ファイルまた
は区切り文字で区切られているフラット・ファイルにデータを書き込むための DB2 Load Ready Flat File
ステージについて説明します。

DB2 Load Ready Flat File ステージの使用
DB2 Load Ready Flat File ステージは、複数の入力リンクを使用します。これらの入力リンクは、どのア
クティブ・ステージから来るものでもかまいません。また、このステージは、FTP ステージのソースとし
ても使用できます。そのような場合、ステージが使用できる出力リンクは 1 つだけです。ロード・デー
タ・ファイルだけが、FTP ステージに送信されます。制御ファイルは送信されません。
DB2 Load Ready Flat File ステージを編集すると、「DB2 Load Ready Flat File 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・ボックスでは、最大 3 つのページが使用されます (ステージ
から出力があるかどうかによって異なります)。
v ステージ。ステージの名前を表示します。これは編集できます。このページでは、指定される書き込み
オプションおよびファイル・タイプに応じて、最大 5 つのタブを使用します。
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「全般」タブは、ロード・データ・ファイル名、DD 名、書き込みオプション、およびファイル・タイ
プを含む、ステージの基本特性を表示します。また、ステージの説明をオプションで入力でき、これ
は、生成される COBOL プログラムに入ります。
– 「ファイル名」フィールドは、メインフレーム JCL で使用される、結果として作成されたロード・レ
ディー・ファイルの名前です。
– 「DD 名」フィールドは、JCL にあるファイルのデータ定義名です。 1 から 8 までの英数字で、先
頭文字は英字でなければなりません。
– 「書き込みオプション」フィールドを使用すると、ロード・ファイルへのデータの書き込み方法を指
定できます。 4 つのオプションがあります。
新規ファイルを作成。ファイルが既に存在するかをチェックしないで新規ファイルを作成します。こ
れはデフォルトです。
既存ファイルへ追加。既存のファイルにデータを追加します。
既存ファイルに上書き。既存のファイルを削除して、新規ファイルで置換します。
既存ファイルを削除して再作成。既存のファイルが既にカタログされている場合はこれを削除し、再
作成します。
– 「固定幅フラット・ファイル」および「区切り文字付きフラット・ファイル」ボタンを使用して、書
き込むファイルのタイプを指定できます。デフォルトは「固定幅フラット・ファイル」です。
「列」タブでは、ステージによって書き込まれるデータの列定義を指定します。列定義の定義または
ロードについて詳しくは、『ステージ列定義の指定』 を参照してください。
「バルク・ローダー」タブを使用して、バルク・ローダー・ユーティリティーの実行および必須制御
ファイルの生成のためのパラメーターを設定できます。これらのパラメーターの設定について詳しく
は、 73 ページの『DB2 バルク・ローダー・パラメーターの設定』 を参照してください。
「区切り文字付きフラット・ファイル」をターゲット・ファイル・タイプとして選択した場合、「形
式」タブが表示されます。 これを使用して、ファイルの区切り文字情報を指定できます。ファイル・
フォーマットの指定について詳しくは、 73 ページの『区切り文字情報の指定』 を参照してくださ
い。
「書き込みオプション」フィールドで「新規ファイルを作成」または「既存のファイルを削除して再
作成」を選択した場合、「オプション」タブが表示されます。これらのオプションの指定について詳
しくは、 74 ページの『ロード・データ・ファイル・パラメーターの指定』 を参照してください。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。FTP ステージへのデータ出力リンクの名前とオプションの説明を表示します。
「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。

ステージ列定義の指定
「ステージ」ページの「列」タブを使用すると、DB2 Load Ready Flat File ステージによって書き込まれ
るデータのフォーマットを指定できます。次に、これらの列定義は、「入力」ページにプロジェクトされま
す。「列」タブには、以下の列を持つグリッドが入っています。
v 列名。列の名前。
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v ネイティブ・タイプ。ネイティブ DB2 SQL タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲ
ット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの
『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大
文字数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は
桁数です。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL PACKED データおよび DECIMAL
ZONED データの場合は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力して「名
前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイルとして保存
します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集について詳しくは、 239
ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
コンプレックス・フラット・ファイルがロードされた場合、着信ファイルはフラット化され、REDEFINE
列および GROUP 列は削除されます。配列および OCCURS DEPENDING ON 列は、最大サイズにフラッ
ト化されます。レベル番号はすべて、ゼロにリセットされます。

DB2 バルク・ローダー・パラメーターの設定
「ステージ」ページの「バルク・ローダー」タブを使用して、DB2 バルク・ローダー・ユーティリティー
の実行および必須制御ファイルの生成のためのパラメーターを設定できます。このタブには次のフィールド
があります。
v ユーザー名。DB2 ホスト・システムにサインオンするのに必要なユーザー ID。
v DB2 サブシステム ID。ホスト・システム上の DB2 インスタンスの指定。この名前は、プロジェクト・
レベルで指定した名前と異なっていてもかまいません。
v 表名。バルク・ロード処理によってロードされる物理表名。
v 表オーナー。表オーナーの名前。
バルク・ロード処理にパスワードは要りません。ユニークな制御ステートメントは、JCL 内で生成されま
す。

区切り文字情報の指定
「全般」タブでファイル・タイプとして「区切り文字付きフラット・ファイル」を選択すると、「ステー
ジ」ページの「形式」タブが表示されます。このタブを使用して、ターゲット・ファイルの区切り文字情報
を指定できます。
区切り文字は 1 バイトの印刷可能文字でなければなりません。可能な区切り文字には、以下のものが含ま
れます。
v コンマなどの文字。
v 000 から 255 までの 3 桁の 10 進数形式の ASCII コード。
v &Hxx または &hxx の形式の 16 進数コード (x は、16 進数字 (0 から 9、a から f、A から F))。
区切り文字の設定値には、以下の制約事項が適用されます。
v 同じ文字を、複数のタイプの区切り文字として指定できません。
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v 区切り文字として文字定数を指定できるのは、DB2 バルク・ロード・ユーティリティー制御ステートメ
ントが、入力ファイルと同じエンコード・スキーム (例えば、UNICODE など) でコーディングされてい
る場合に限られます。
v ユーティリティー制御ステートメントと入力ファイルが同じエンコード・スキームでコーディングされ
ていない場合は、デフォルト以外の区切り文字に 16 進数表記を使用する必要があります。
v バイナリー 0 (ゼロ) は、区切り文字として使用できません。
「形式」タブには、以下のフィールドがあります。
v 列区切り文字。ファイル内のデータ・フィールドを分離する文字を指定します。デフォルトでは、この
フィールドに、コンマが 1 つ入っています。
v ストリング区切り文字。ストリングを囲むのに使用する文字を指定します。デフォルトでは、このフィ
ールドに、二重引用符が 1 つ入っています。
ストリング・フィールドは、データに列区切り文字が入っている場合にのみ、区切り文字で区切られま
す。例えば、データが ab,c で、列区切り文字がコンマである場合に、ストリング区切り文字が二重引用
符であると想定すると、出力は "ab,c" になります。
データに列区切り文字が入っているかどうかに関係なく、ターゲット・ファイルのすべてのストリン
グ・フィールドを区切るには、「常にストリング・データを区切る」を選択します。
v 10 進数。入力ファイルで使用される小数点文字を指定します。デフォルトでは、このフィールドに、ピ
リオドが 1 つ入っています。

ロード・データ・ファイル・パラメーターの指定
「ステージ」ページの「オプション」タブを使用すると、新規メインフレーム・ファイルを作成するのに必
要な JCL パラメーターを定義できます。このタブには、以下のフィールドがあります。
v 正常終了時処理。ジョブの実行が正常に完了したときの、データ・ファイルの処理のパラメーターが入
ります。 4 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。これはデフォルトです。
– DELETE。バルク・ロード・ステップの終了時にデータ・セットを削除します。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
– PASS。データ・セットを FTP ジョブ・ステップに渡しますが、ジョブの終了時にデータ・セットを
削除します。
v 異常終了時処理。ジョブの実行が正常に完了しなかったときの、データ・ファイルの処理のパラメータ
ーが入ります。3 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。データ・セットを削除します。これはデフォルトです。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
v ユニット。データの保管先ディスクのデバイス・タイプを指定します。デフォルト値は SYSDA です。
v 割り振りタイプ。ファイル用にストレージ・スペースが予約されるときに使用される割り振りのユニッ
トを指定します。2 つのオプションがあります。
– TRK。トラック。これはデフォルトです。
– CYL。シリンダー。 これは、一般的に、TRK より大きいストレージ・スペースを割り振ります。
トラックまたはシリンダーの正確なサイズは、デバイスに依存します。
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v 1 次割り振り量。ジョブの初期ストレージとして予約されるトラックまたはシリンダーの数が入りま
す。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 2 次割り振り量。1 次割り振りがジョブに不十分であった場合に予約されるトラックまたはシリンダー
の数が入ります。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v ボリューム通し番号。ファイルが書き込まれるユニットのボリューム通し番号。英数字を最大 6 文字使
用できます。
v データベース・バージョン。更新する DB2 データベースのバージョン番号が入ります。 InfoSphere
DataStage は、DB2 バージョン 5.1 以降をサポートします。
v 有効期限。新規データ・セットの有効期限を YYDDD または YYYY/DDD フォーマットで指定します。
2000 年 1 月 1 日以降の有効期限には、YYYY/DDD フォーマットを使用する必要があります。JCL 拡張
変数も使用できます。
YY は 01 から 99 までで、YYYY には 1900 から 2155 までが使用できます。 DDD は、閏年でない場
合は 000 から 365 までで、閏年の場合は 000 から 366 まで使用できます。
現行日付またはそれより前の日付を指定した場合、データ・セットは直ちに置き換えに適格になりま
す。有効期限が 99365、99366、1999/365、および 1999/366 のデータ・セットは、永続と見なされ、決
して削除されたり上書きされません。
v 保存期間。新規データ・セットを保存する日数を指定します。数値を入力するか、JCL 拡張変数を使用
できます。ジョブが実行されると、この値が現行日付に追加され、閏年でない年は 365 日、閏年には
366 日を使用して、有効期限が生成されます。 計算された有効期限が 1999 年 12 月 31 日になる場
合、有効期限は 2000 年 1 月 1 日に設定されることに注意してください。
有効期限または保存期間のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。これらのフィールドのどち
らかに値を入力すると、他方のフィールドは使用不可になります。検証はどちらのフィールドでも行われま
せん。正しくない値を入力した場合は、JCL エラーが起こります。
これらのパラメーターは、JCL の生成中に使用されます。ボリューム通し番号、有効期限、および保存期
間を除くすべてのフィールドが必須です。

DB2 ロード・レディー入力データの定義
ユーザーが、フラット・ファイルに、DB2 ロード・レディー形式でデータを書き込むと、DB2 Load Ready
Flat File ステージは、入力リンクを使用します。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明
が、「DB2 Load Ready Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。DB2 Load Ready Flat File ステージへの入力リンクの名前。このフィールドを使用して、表示
する入力データのセットを選択します。
v 全般。選択されたリンクのオプションの説明が入ります。
v 列。デフォルトで表示されます。表に書き込まれるデータの列定義が入ります。このページには、次の
列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについては、 227 ページの『第
9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
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– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最
大文字数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場
合は桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL PACKED データおよび DECIMAL
ZONED データの場合は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、DB2 Load Ready Flat File ステージの「入力」ページでは読み取り専用です。 変更を行う
場合は、「ステージ」ページの「列」タブに戻る必要があります。

DB2 ロード・レディー出力データの定義
データを DB2 Load Ready Flat File ステージから FTP ステージに出力すると、出力リンクのプロパティ
ーの説明が「DB2 Load Ready Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページに表示されま
す。このページには次のフィールドとタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、このフィールドは読み取り専用
になります。
v 全般。出力リンクの説明 (オプション) を入力できます。

Delimited Flat File ステージ
以下のトピックでは、区切り文字で区切られているフラット・ファイルに対してデータの読み取りまたは書
き込みを行うための Delimited Flat File ステージについて説明します。

Delimited Flat File ステージの使用
Delimited Flat File ステージは、ソース・ステージまたはターゲット・ステージとして使用できます。この
ステージは、ソースとして使用される場合、データを区切り文字付きフラット・ファイルから読み取りま
す。ターゲットとして使用される場合は、データをアクティブ・ステージから区切り文字付きフラット・フ
ァイルに書き込みます。また、このステージは、ソース・ステージおよびターゲット・ステージの両方とし
て機能することによって、中間ファイルを取り込むために使用することもできます。
Delimited Flat File ステージは、複数の入力リンクおよび出力リンクを使用します。入力リンクは、どのア
クティブ・ステージから来るものでもよく、また、出力リンクは、どのアクティブ・ステージまたは FTP
ステージに行くものでもかまいません。
ユーザーが Delimited Flat File ステージを編集すると、「Delimited Flat File 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・ボックスでは、ステージとの間に入力と出力があるかに応じて、最
大 3 つのページが使用されます。
v ステージ。ステージの名前を表示します。これは編集できます。ステージがソースまたはターゲットの
どちらで使われるかに応じて、このページには最大 4 つのタブがあります。
「全般」タブは、ステージの基本特性を表示します。また、ステージの説明をオプションで入力でき、
これは、生成される COBOL プログラムに入ります。
– 「ファイル名」フィールドは、メインフレーム・ファイルで、ステージがソースとして使用される場
合は、ここからデータが読み取られ、ステージがターゲットとして使用される場合は、データがここ
に書き込まれます。
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– end-of-data 行を生成。ステージがソースとして使用される場合にのみ表示されます。それぞれの出力
リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーターを追加するには、このチェック・ボッ
クスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA という名前の組み込み変数で、データの最
後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちます。 (この変数の使用について詳しく
は、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さらに、すべての列は NULL に設定さ
れます。
– 「DD 名」フィールドは、JCL にあるファイルのデータ定義名です。 1 から 8 までの英数字で、先
頭文字は英字でなければなりません。
– 「書き込みオプション」フィールドを使用すると、ターゲット・ファイルへのデータの書き込み方法
を指定できます。 4 つのオプションがあります。
新規ファイルを作成。ファイルが既に存在するかをチェックしないで新規ファイルを作成します。こ
れはデフォルトです。
既存ファイルへ追加。既存のファイルにデータを追加します。
既存ファイルに上書き。既存のファイルを削除して、新規ファイルで置換します。
既存ファイルを削除して再作成。既存のファイルが既にカタログされている場合はこれを削除し、再
作成します。
– 開始行。ステージがソースとして使用される場合に表示されます。最初の行から開始してソース・フ
ァイルを読み取る場合は「最初の行」を選択し、特定の行番号から読み取りを開始する場合は「行番
号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を入力してください。このフィールドのデフォル
ト値は 1 で、最大値はありません。
– 終了行。ステージがソースとして使用される場合に表示されます。最後の行を読み取ったらソース・
ファイルの読み取りを停止する場合は「最後の行」を選択し、特定の行番号の後で停止する場合は
「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を入力してください。このフィールドのデ
フォルト値は 1 で、最大値はありません。
「列」タブでは、ステージで使用されるデータの列定義を指定します。列定義の定義またはロードに
ついて詳しくは、 78 ページの『ステージ列定義の指定』 を参照してください。
「形式」タブを使用して、ソース・ファイルまたはターゲット・ファイルの区切り文字情報を指定で
きます。ファイル・フォーマットの指定について詳しくは、 78 ページの『区切り文字情報の指定』
を参照してください。
「書き込みオプション」フィールドで「新規ファイルを作成」または「既存のファイルを削除して再
作成」を選択した場合、「オプション」タブが表示されます。これらのオプションの指定について詳
しくは、 79 ページの『ターゲット・ファイル・パラメーターの指定』 を参照してください。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義を指定します。出力が FTP ステージへのものである場合は、リンクの
名前とオプションの説明だけを表示します。
「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。
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ステージ列定義の指定
「ステージ」ページの「列」タブを使用すると、Delimited Flat File ステージによって読み取りまたは書き
込まれるデータの列定義を指定できます。これらの列定義は、ステージが、ターゲットとして使用されてい
る場合は「入力」ページ、ソースとして使用されている場合は「出力」ページ、中間ファイルを取り込むた
めに使用されている場合は両方のページにプロジェクトされます。
「列」タブには、以下の列を持つグリッドが入っています。
v 列名。列の名前。
v ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲ
ット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの
『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字数、
数値データ・タイプの場合は総桁数です。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁数、
その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力して「名
前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイルとして保存
します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集について詳しくは、 239
ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
コンプレックス・フラット・ファイルがロードされた場合、着信ファイルはフラット化され、REDEFINE
列および GROUP 列は削除されます。配列および OCCURS DEPENDING ON 列は、最大サイズにフラッ
ト化されます。レベル番号はすべて、ゼロにリセットされます。

区切り文字情報の指定
「ステージ」ページの「形式」タブを使用すると、ステージによって読み取りまたは書き込みされる区切り
文字付きフラット・ファイルの形式を指定できます。
ソース・ファイルまたはターゲット・ファイルの列区切り文字およびストリング区切り文字は、「区切り文
字」領域で定義します。区切り文字は 1 バイトの印刷可能文字でなければなりません。可能な区切り文字
には、以下のものが含まれます。
v コンマなどの文字。
v 000 から 255 までの 3 桁の 10 進数形式の ASCII コード。
v &Hxx または &hxx の形式の 16 進数コード (x は、16 進数字 (0 から 9、a から f、A から F))。
「区切り文字」領域には、以下のフィールドがあります。
v 列。ファイル内のデータ・フィールドを分離する文字を指定します。デフォルトでは、このフィールド
に、コンマが 1 つ入っています。
v 行区切り文字の前に列区切り文字。最後の列の後に区切り文字を入れるかどうかを指定します。 改行の
前に常に列区切り文字を入れることを指定するには、このチェック・ボックスを選択します。
v ストリング。ストリングを囲むのに使用する文字を指定します。デフォルトでは、このフィールドに、
二重引用符が 1 つ入っています。ストリング区切り文字は、以下の方法で処理されます。
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– ソース・ステージでは、ソース・データが読み取られるときにストリング区切り文字が削除されま
す。ソース・データにストリング区切り文字がある場合は、余分の区切り文字があるたびに削除され
ます。例えば、ソース・データが ""abc"" で、ストリング区切り文字が二重引用符である場合、結
果は "abc" になります。ソース・データが ab""c である場合、結果は ab"c になります。
– ターゲット・ステージでは、ストリング区切り文字は、データに列区切り文字またはストリング区切
り文字自体が入っている場合にのみ生成されます。例えば、区切り文字で区切られているターゲッ
ト・データにストリング区切り文字がある場合、出力には、区切り文字が現れるそれぞれの場所に重
複ストリング区切り文字が入ります。データが "abc" で、ストリング区切り文字が二重引用符である
場合、結果は ""abc"" になります。 データが ab"c である場合、結果は ab""c になります。
同様に、ターゲット・データに列区切り文字がある場合、出力は、ストリング区切り文字で囲まれま
す。このケースで、データが ab,c で、列区切り文字がコンマである場合、ストリング区切り文字が
二重引用符であると想定すると、出力は "ab,c" になります。
v 常にストリング・データを区切る。データに列区切り文字が入っているかどうかに関係なく、ターゲッ
ト・ステージで常にストリング区切り文字を生成するには、このチェック・ボックスを選択します。
ソース・デフォルト領域を使用すると、区切り文字で区切られているファイルに、追加オプションを設定で
きます。ここには、以下のフィールドがあります。
v NULL ストリング。ソース・ファイルで SQL NULL 値として解釈される文字を指定します。これらの
文字が入っている列は、データ・タイプに応じて、ゼロまたはスペースに初期化されます。
v 埋め込み文字。ソース・ファイルの、値の欠落がある列を埋め込むために使用する文字を指定します。
デフォルト値は # です。
v 列不足時のアクション。ソース・データに、値の欠落がある列があるときにとるアクションを指定しま
す。次のオプションがあります。
– NULL 値で埋める。値の欠落がある列は NULL 値として書き込まれ、データ・タイプに応じて、ゼ
ロまたはスペースに初期化されます。これはデフォルトです。
– 空値で埋める。値の欠落がある列は、空ストリングとして書き込まれます。
「形式」タブの下部にはチェック・ボックスが 2 つあります。
v 最初の行は列名。ソース・ファイルの最初の行のデータに列名がある場合は、このチェック・ボックス
を選択します。
v 行の切り捨て警告を抑止。ソース・ファイルに、「ステージ」ページで定義されているよりも多くの列
が入っている場合、このフィールドを使用して、実行時間中に出される長すぎる行についての警告メッ
セージをブロックできます。デフォルトでは、このチェック・ボックスは選択されています。
このステージがソースとして使用される場合、「形式」タブにあるフィールドは、「常にストリング・デー
タを区切る」を除いて、すべて利用可能です。 このステージがターゲットとして使用される場合は、「区
切り文字」領域だけが利用可能です。

ターゲット・ファイル・パラメーターの指定
「ステージ」ページの「オプション」タブを使用すると、新規メインフレーム・ファイルを作成するのに必
要な JCL パラメーターを定義できます。このタブには、以下のフィールドがあります。
v 正常終了時処理。ジョブの実行が正常に完了したときの、データ・ファイルの処理のパラメーターが入
ります。 4 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。これはデフォルトです。
– DELETE。ジョブの実行後にデータ・セットを削除します。
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– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
– PASS。データ・セットを FTP ジョブ・ステップに渡しますが、ジョブの終了時にデータ・セットを
削除します。
v 異常終了時処理。ジョブの実行が正常に完了しなかったときの、データ・ファイルの処理のパラメータ
ーが入ります。3 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。データ・セットを削除します。これはデフォルトです。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
v ユニット。データの保管先ディスクのデバイス・タイプを指定します。デフォルト値は SYSDA です。
v 割り振りタイプ。ファイル用にストレージ・スペースが予約されるときに使用される割り振りのユニッ
トを指定します。2 つのオプションがあります。
– TRK。トラック。これはデフォルトです。
– CYL。シリンダー。 これは、一般的に、TRK より大きいストレージ・スペースを割り振ります。
トラックまたはシリンダーの正確なサイズは、デバイスに依存します。
v 1 次割り振り量。ジョブの初期ストレージとして予約されるトラックまたはシリンダーの数が入りま
す。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 2 次割り振り量。1 次割り振りがジョブに不十分であった場合に予約されるトラックまたはシリンダー
の数が入ります。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v ボリューム通し番号。ファイルが書き込まれるユニットのボリューム通し番号。英数字を最大 6 文字使
用できます。
v 有効期限。新規データ・セットの有効期限を YYDDD または YYYY/DDD フォーマットで指定します。
2000 年 1 月 1 日以降の有効期限には、YYYY/DDD フォーマットを使用する必要があります。JCL 拡張
変数も使用できます。
YY は 01 から 99 までで、YYYY には 1900 から 2155 までが使用できます。 DDD は、閏年でない場
合は 000 から 365 までで、閏年の場合は 000 から 366 まで使用できます。
現行日付またはそれより前の日付を指定した場合、データ・セットは直ちに置き換えに適格になりま
す。有効期限が 99365、99366、1999/365、および 1999/366 のデータ・セットは、永続と見なされ、決
して削除されたり上書きされません。
v 保存期間。新規データ・セットを保存する日数を指定します。数値を入力するか、JCL 拡張変数を使用
できます。ジョブが実行されると、この値が現行日付に追加され、閏年でない年は 365 日、閏年には
366 日を使用して、有効期限が生成されます。 計算された有効期限が 1999 年 12 月 31 日になる場
合、有効期限は 2000 年 1 月 1 日に設定されることに注意してください。
有効期限または保存期間のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。これらのフィールドのどち
らかに値を入力すると、他方のフィールドは使用不可になります。検証はどちらのフィールドでも行われま
せん。正しくない値を入力した場合は、JCL エラーが起こります。
これらのパラメーターは、JCL の生成中に使用されます。ボリューム通し番号、有効期限、および保存期
間を除くすべてのフィールドが必須です。
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区切り文字付きフラット・ファイル入力データの定義
ユーザーが、区切り文字付きフラット・ファイルにデータを書き込むと、Delimited Flat File ステージは、
入力リンクを少なくとも 1 つ使用します。これらのリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明
が、「Delimited Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。このページ
には以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Delimited Flat File ステージへの入力リンクの名前。 このフィールドを使用して、表示する入
力データのセットを選択します。
v 全般。選択されたリンクのオプションの説明が入ります。
v 列。デフォルトで表示されます。ファイルに書き込まれるデータの列定義が入ります。このタブには、
次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについては、 227 ページの『第
9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、Delimited Flat File ステージの「入力」ページでは読み取り専用です。 変更を行う場合
は、「ステージ」ページの「列」タブに戻る必要があります。

区切り文字付きフラット・ファイル出力データの定義
データを Delimited Flat File ステージから出力すると、出力リンクのプロパティーの説明が「Delimited
Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページに表示されます。このページには以下のフィ
ールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。このリストには、ステージからのすべての出力リンクの名前が入ります。出力リンクが 1 つし
かない場合、このフィールドは読み取り専用になります。複数の出力リンクがある場合は、編集したい
出力リンクを選択してからデータを変更してください。
v 選択。このタブを使用すると、データを出力する元の列を選択できます。「使用可能な列」リストは、
ソース・ファイルからロードされた列を表示し、「選択された列」リストは、ステージから出力される
列を表示します。
デザイナー・クライアント・オプションで列プッシュ・オプションが選択されている場合、ユーザーが
「OK」をクリックしてステージを終了すると、すべてのステージ列定義が自動的にそれぞれの空の出力
リンクに伝搬されます。列のサブセットだけを出力するのでなければ、「選択」タブで列を選択する必
要はありません。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。
「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して <
をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 特定の列
を見つけるには、「検索」をクリックします。
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「選択された列」リストは、各列の列名および SQL タイプを表示します。列の順序を再配列するには、
「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v 制約。このタブは、デフォルトで表示されます。「制約」グリッドを使用すると、出力データをフィル
タリングする制約を定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。制約式での関数の使用につ
いては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入
力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィール
ドに表示されます。式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合
は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要が
あります。 正しくない制約は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v 列。このタブは出力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについては、 227 ページの『第
9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「出力」ページでは読み取り専用です。定義の変更を行う場合は、「ステージ」ページの
「列」タブに戻る必要があります。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、
または DCLGen ファイルとして出力列を保存します。

External Source ステージ
以下のトピックでは、外部データ・ソースから行を取得するための External Source ステージについて説明
します。 External Source ステージは、InfoSphere DataStage によって生成される COBOL プログラムから
呼び出されるユーザー作成プログラムを表します。外部ソース・プログラムは、COBOL から呼び出し可能
な言語であれば、どの言語で作成されたものでもかまいません。
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外部ソースの処理
外部ソース・プログラムを使用すると、InfoSphere DataStage MVS™ エディションでサポートされていない
データ・ソースからデータを読み取ることができます。外部ソース・プログラムを作成したら、外部ソー
ス・ルーチンをInfoSphere DataStageリポジトリーに作成します。外部ソース・ルーチンは、外部ソース・
プログラムの属性を指定します。
ユーザーは、「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを使用して、外部ソース・ルーチンを作
成、表示、または編集します。このダイアログ・ボックスには、外部ソース・ルーチンで使用するページが
4 つ、すなわち、「全般」、「作成者」、「引数」、および「JCL」があります。
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスには、以下のように、ボタンが 3 つあります。
v 閉じる。「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある場合、
保存するようにプロンプトが出されます。
v 保存。外部ソース・ルーチンを保存します。
v ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。

外部ソース・ルーチンの作成
新規の外部ソース・ルーチンを作成できます。

手順
1. 以下のいずれかの方法で「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを開きます。
v

メインメニューで「ファイル」 > 「新規」 と選択するか、ツールバーで「新規」ボタンをクリッ
クします。「新規」ダイアログ・ボックスが表示されます。「ルーチン」フォルダーをクリックし、
「メインフレーム・ルーチン」アイコンを選択し、「OK」をクリックします。

v リポジトリー・ツリーで「ルーチン」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニューから
「新規」 > 「メインフレーム・ルーチン」を選択します。
2. 「全般」ページで、外部ソース・ルーチンについての一般情報を、次のように指定します。
a. ルーチン名。外部サブルーチンの名前 (最大 8 文字) を入力します。メインフレーム用語では、ル
ーチン名は、ロード・ライブラリーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーのエントリー・ポ
イントの名前です。ライブラリー・メンバーには、別の名前を持つ別のエントリー・ポイントも入れ
ることができます。ルーチン名は、「動的呼び出し」が選択されている (デフォルト) 場合は、外部
サブルーチン名に一致する必要があり、「外部サブルーチン名」フィールドに自動的に表示されま
す。
b. タイプ。ルーチンのタイプ、このケースでは「外部ソース・ルーチン」を選択します。 (外部ターゲ
ット・ルーチンの説明は 91 ページの『External Target ステージ』 にあります。外部ルーチンの説
明は 124 ページの『External Routine ステージ』 にあります。)
c. 外部サブルーチン名。サブルーチンまたは関数のエントリー・ポイントが入ったロード・ライブラリ
ーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーの名前を入力します。動的呼び出しが選択されてい
る場合は、外部サブルーチン名はルーチン名に一致する必要があります。呼び出し方式が静的な場
合、2 つの名前が一致する必要はありません。
d. 呼び出し方式。ルーチンの呼び出し方式を選択します。動的呼び出しでは、実行時にルーチンを呼び
出します。静的呼び出しでは、プログラムの中にルーチンを埋め込みます。動的がデフォルトです。
e. ライブラリー・パス。ルーチン・メンバーが入っているライブラリーのパス名を入力します。 JCL
拡張変数を使用できます。静的呼び出しの場合、このフィールドは必須です。
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f. 説明 (略記)。ルーチンの要旨を入力します (オプション)。このフィールドに入力されたテキスト
は、External Source ステージ・エディターに表示されます。
g. 説明 (すべて)。ルーチンの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 「作成者」ページをクリックして、ルーチンの作成者およびバージョン番号についての情報を指定しま
す。これには、以下のものが含まれます。
a. ベンダー。ルーチンを作成した会社の名前を入力します。
b. 作成者。ルーチンを作成した作成者名を入力します。
c. バージョン。ルーチンのバージョン番号を入力します。これは、ルーチンがインポートされるときに
使用されます。「バージョン」フィールドには、例えば 2.0.0 のような 3 つの部分からなるバージ
ョン番号が入ります。この番号の最初の部分は、ルーチンと InfoSphere DataStage システムとの間の
互換性を確認するために使用される内部番号で、変更できません。この番号の 2 番目の部分はリリ
ース番号を表します。この番号は、ルーチンの定義や基礎のコードに大きな変更が行われたときに増
分されます。ルーチンの新しいリリースは、前のリリースがある場合、そのすべてを置き換えます。
ルーチンを使用するジョブは、すべて新規リリースを使用します。この番号の最後の部分は、小さい
変更や修正が行われたときの中間リリースを表します。
d. 著作権。著作権情報を入力します。
4. 「引数」ページをクリックして、ルーチン引数を定義します。外部ソース・ルーチンの場合、引数は、
レコードのフィールドとして扱われます。レコードは、外部ソース・ルーチンのプログラムに渡されま
す。ユーザーが定義できる引数の数には制限はなく、さらに、引数レコードの列は、
GROUP、REDEFINES、OCCURS および OCCURS DEPENDING ON 節などの複雑なデータ構造体を使
用できます。
ルーチン引数を定義するには、以下の 2 つの方法があります。
v 既存の表定義から引数をロードするには、「ロード...」をクリックします。表定義からロードされた
引数は、ルーチン・タイプが「全般」ページで「外部ソース・ルーチン」である場合、フラット化さ
れません。ただし、ユーザーが、ルーチン・タイプを「外部ソース・ルーチン」から「外部ルーチ
ン」に変更する場合は、InfoSphere DataStage が引数をフラット化し、存在していた GROUP または
OCCURS がある場合は、これをすべて除去します。
v 新規引数を作成するには、「引数」グリッドに直接入力するか、あるいは、COBOL 属性を指定する
必要がある場合は、以下のいずれかの方法で「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックス
を開きます。
– 列領域で右クリックし、ショートカット・メニューで「行の編集...」を選択します。
– Ctrl-E を押します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの上部ペインには、「引数」グリッドに表
示されているものと同じフィールド、およびこれに加えて日付形式用の追加フィールドが入ってい
ます。定義するそれぞれの引数ごとに、以下の情報を指定します。
– 引数名。引数の名前を入力します。
– ネイティブ・タイプ。リストから、引数のネイティブ・データ・タイプを選択します。
– 長さ。引数の長さまたは精度を表す数値を入力します。
– スケール。引数が数値の場合は、小数点以下の桁数を定義する数字を入力します。
– NULL 可能。リストから「はい」または「いいえ」を選択して、引数に NULL 値を入れることが
できるかどうかを指定します。「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスのデフォル
トは、「いいえ」です。
– 日付形式。リストから引数の日付形式を選択します。
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– 説明。引数の説明 (オプション) を入力します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部のペインに、デフォルトで、
「COBOL」ページが表示されます。このページを使用して、外部ソース引数に必要な COBOL 情
報を指定します。
– レベル番号。データが定義される COBOL レベル番号を入力します。デフォルト値は 05 です。
– OCCURS。COBOL OCCURS 節の番号を入力します。
– USAGE。リストから、COBOL USAGE 節を選択します。これによって、列が読み取られる際の
COBOL フォーマットが指定されます。これらの形式は「ネイティブ・タイプ」フィールドの形式
にマッピングされ、1 つの形式を変更すると、通常、その他の形式も変更されます。取りうる値は
次のとおりです。
COMP。BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-1。単精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-2。倍精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-3。パック 10 進数、DECIMAL ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-5。NATIVE BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
DISPLAY。ゾーン 10 進数、DISPLAY_NUMERIC または CHARACTER ネイティブ・タイプで
使用されます。
DISPLAY-1。2 バイト・ゾーン 10 進数、GRAPHIC_G または GRAPHIC_N で使用されます。
– SIGN インジケーター。リストから「符号付き」またはブランクを選択し、引数が符号付きか符号
なしかを指定します。デフォルトは、数値データ・タイプの場合は「符号付き」、その他のすべて
のタイプの場合はブランクです。
– SIGN オプション。引数が符号付きである場合は、リストから、「データ内での符号の位置」を選
択します。以下のオプションから選択します。
LEADING。符号はストレージの最初のバイトです。
TRAILING。符号はストレージの最後のバイトです。
LEADING SEPARATE。符号はストレージの先頭に追加された別個のバイトの中にあります。
TRAILING SEPARATE。符号はストレージの末尾に追加された別個のバイトの中にあります。
「LEADING SEPARATE」または「TRAILING SEPARATE」を選択すると、列のストレージ長
が 1 バイト長くなります。
– SYNC インジケーター。リストから「SYNC」またはブランクを選択し、引数が
COBOL-SYNCHRONIZED 節かどうかを指示します。デフォルトはブランクです。
– REDEFINES フィールド。オプションで、COBOL REDEFINES 節を指定します。これを利用し
て、別のデータの説明を使用して同じストレージ領域にあるデータを記述できます。再定義引数
は、再定義引数によって再定義される引数と同じ長さ、またはそれより短い長さにする必要があり
ます。両方の引数は同じレベル番号でなければならず、また、引数は、同じレベルを持つ直前の引
数だけを再定義できます。
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– DEPENDING ON。リストから、オプションで、COBOL OCCURS DEPENDING ON 節を指定し
ます。
– ストレージ長。引数のバイト単位でのストレージ長を、定義されているとおりに指定します。この
フィールドは取得されたもので編集できません。
– ピクチャー。引数定義から取得された COBOL PICTURE 節が示されます。これは、編集できませ
ん。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部にあるボタンを使用して、引数の追
加や編集を続行するか、保存して閉じることができます。次のボタンがあります。
– 「< 戻る」および「次へ >」。直前の引数または次の引数のメタデータを表示します。これらのボ
タンは、直前の引数または次の引数が存在する場合にのみ利用可能になります。現在の引数に未保
存の変更がある場合は、閉じる前に保存するかどうかプロンプトが出ます。
– 閉じる。「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある
場合、保存するようにプロンプトが出されます。
– 適用。現行の引数に対する変更を保存します。
– リセット。最後に変更を適用した時点以降の、引数に加えられた変更をすべて削除します。
– ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。
5. 「JCL」をクリックして、外部ソース・ルーチンに関連する JCL を定義します。これには、外部ソー
ス・プログラムの実行に必要な DD 名またはライブラリー名が含まれます。例えば、次のようになりま
す。
//ORDERESS DD DSN=XQA1.ORDERHDR.FWFF, DISP=SHR

「ルーチンに必要な追加 JCL」ボックスに直接入力するか、「JCL のロード...」をクリックして、既
存ファイルにある JCL をロードします。このページにある JCL は、InfoSphere DataStage がユーザー
のジョブ用に生成する実行 JCL に組み込まれます。ここで指定された JCL に対して、構文検査は行わ
れません。
6. JCL を定義すると、「保存」ボタンが利用可能になります。「保存」をクリックすると、外部ソース・
ルーチン定義が保存される、リポジトリー内のフォルダー・パスを指定するようプロンプトが出されま
す。

外部ソース・ルーチンの表示と編集
このタスクについて
外部ソース・ルーチンの表示と編集を「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで行います。以
下のいずれかの方法で、このダイアログ・ボックスを開きます。
v リポジトリー・ツリー内のルーチンをダブルクリックします。
v リポジトリー・ツリー内でルーチンを選択し、次に、メインメニューで「リポジトリー」 > 「プロパテ
ィー」と選択します。
v リポジトリー・ツリー内のルーチンを右クリックし、ショートカット・メニューで「プロパティー」を
選択します。
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで、フィールドおよびオプションのどれでも編集でき
ます。変更を行った場合は、必ず変更を保存してからこのダイアログ・ボックスを閉じてください。
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外部ソース・ルーチンのコピー
このタスクについて
外部ソース・ルーチンは、次の 2 つの方法でコピーできます。
v ルーチンをリポジトリー・ツリーで選択し、「リポジトリー」 > 「コピーの作成」と選択します。
v ルーチンをリポジトリー・ツリーで右クリックし、ショートカット・メニューで「コピーの作成」を選
択します。
ルーチンがコピーされ、新規ルーチンがリポジトリー・ツリーの同じフォルダーの中に作成されます。デフ
ォルトでは、コピーの名前は CopyOfXXX になります。ここで XXX は選択されたルーチンの名前です。編
集ボックスを使用して、直ちにコピーの名前変更を実行してください。
ルーチンの呼び出し方式が動的である場合、外部サブルーチン名が自動的に設定されます。

外部ソース・ルーチンの名前の変更
このタスクについて
外部ソース・ルーチンの名前の変更は、以下のいくつかの方法で実行できます。
v リポジトリー・ツリーでルーチンをダブルクリックして、「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・
ボックスを開きます。「ルーチン名」フィールドを編集し、「保存」をクリックし、次に、「閉じる」
をクリックします。
v リポジトリー・ツリーでルーチンを選択し、再びクリックします。編集ボックスで、新しい名前を入力
するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をクリックして、名前を保
存します。
v ショートカット・メニューでルーチンを右クリックし、「名前の変更」を選択します。編集ボックス
で、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をク
リックして、名前を保存します。
v リポジトリー・ツリーでルーチンを選択し、「リポジトリー」 > 「名前の変更」と選択します。編集ボ
ックスで、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外
側をクリックして、名前を保存します。
ルーチンの呼び出し方式が動的である場合、外部サブルーチン名が自動的に設定されます。

外部ソース呼び出しインターフェースの定義
InfoSphere DataStage によって生成される COBOL プログラムと、外部ソース・プログラムとの間の呼び出
しインターフェースは、以下の 2 つのパラメーターで構成されます。
v 制御構造のアドレス
v レコード定義のアドレス
制御構造は、以下の例に示すように、8 バイト領域です。
01
05
05
05
05

DS-EXTSRC1-CONTROL
ES-REQUEST
ES-RC
ES-EOF
ES-DATA-AREA

PIC X.
PIC S9(4) COMP.
PIC X.
PIC X(4).

最初のバイトは、生成される COBOL プログラムから外部ソース・ルーチンへの呼び出しのタイプを示し
ます。呼び出しタイプ O はファイルを開き、R はレコードを読み取り、C はファイルを閉じます。
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次の 2 バイトは、呼び出しの成功か失敗を確認するために外部ソース・ルーチンから戻されるリターン・
コード用です。ゼロは成功を示し、非ゼロは失敗を示します。
4 番目のバイトは、外部ソース・ルーチンから戻される EOF (ファイルの終わり) 状況インジケーターで
す。 Y は EOF を表し、N は戻された行を表します。
最後の 4 バイトは、再入可能コード用に使用できるデータ域を構成します。ユーザーは、オプションで、
この領域を、動的呼び出しに必要なアドレスまたは値などの情報を保管するために使用することができま
す。

External Source ステージの使用
External Source ステージはソース・ステージとしてのみ使用され、入力リンクを受け取ることはできませ
ん。 External Source ステージは複数の出力リンクを使用することができ、出力はアクティブ・ステージに
リンクされていなければなりません。それぞれの External Source ステージは、1 つの外部ソース・プログ
ラムしか呼び出せません。
External Source ステージを編集すると、「External Source 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには、以下のように、タブが 4
つあります。
– 全般。ステージのオプションの説明が入っており、これは、生成される COBOL プログラムに入りま
す。最後の行が処理された後でデータ終了インジケーターを追加するには、「end-of-data 行を生成」
チェック・ボックスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA という名前の組み込み変数
で、データの最後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちます。 (この変数の使用に
ついて詳しくは、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さらに、すべての列は
NULL に設定されます。データの終わり行は、ステージからのすべての出力リンクに沿って送信され
ます。
– ルーチン。外部ソース・ルーチンの名前とその引数を指定します。ルーチンの指定について詳しく
は、 89 ページの『外部ソース・ルーチンの指定』 を参照してください。
– JCL。外部ソース・ルーチンの JCL が入ります。このタブは、「ルーチン」タブで外部ソース・ルー
チンをロードすると、利用可能になります。このタブは、リポジトリーにある外部ソース・ルーチン
の一部としてユーザーが指定した JCL があれば、それを表示します。 JCL の入力と編集を「JCL
ステートメント」ボックスで行うか、「JCL のロード...」をクリックして、別のファイルから JCL
をロードできます。 JCL 拡張変数を使用できます。 JCL に対して行った変更をすべてリセットし
て、リポジトリー内に指定されていた元の設定に戻すには 「リセット」をクリックします。「OK」
をクリックすると、行った変更がすべて保存され、ステージが終了します。
– ファイル参照。COBOL PICTURE 節、開始および末尾のオフセット、および、各引数のストレージ長
を含む、外部ソース・プログラム内の引数のレコード構造を表示します。ストレージ長の合計がステ
ータス・バーに表示されます。右クリックして列名で検索する、または、ファイル参照レイアウトを
HTML ファイルとして保存します。
v 出力。データ出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。
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外部ソース・ルーチンの指定
「ステージ」ページの「ルーチン」タブを使用すると、呼び出す外部ソース・ルーチンを選択し、その引数
をロードできます。次に、これらの引数は、「出力」ページにプロジェクトされます。
「ルーチン」タブは、以下の情報を表示します。
v 名前。外部ソース・ルーチンの名前。
v 引数。外部ソース・ルーチンの引数。以下の項目を含みます。
– レベル番号。データが定義されている COBOL レベル番号。レベル番号が指定されない場合は、05
というデフォルト値が割り当てられます。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページ
の『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「ロード」をクリックして、リポジトリーから外部ソース・ルーチンをロードします。次に、ルーチン名と
引数が、「ルーチン」タブに読み取り専用形式で表示されます。ルーチンを変更する必要がある場合は、リ
ポジトリーの「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスに戻る必要があります。ルーチンとその
引数を「ルーチン」タブから削除するには、「すべてクリア」をクリックします。
配列処理:
配列が入っているルーチンをロードすると、「コンプレックス・ファイル・ロード・オプション」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、次のオプションがあります。
v 選択された配列をフラット化。フラット化する列を個別に選択できます。列リスト内の配列を右クリッ
クし、「フラット化」または「正規化」を選択します。フラット化することを選択した配列の配列アイ
コンが変更されます。
v すべての配列をフラット化。配列の各エレメントに対して新規列が作成され、実行時にデータが 1 つの
行として表示されます。
v すべての配列を正規化。実行時にデータが複数行 (配列の各列に対して 1 行ずつ) として表示されま
す。これはデフォルトです。
再定義フィールドまたは OCCURS DEPENDING ON 節がある配列の列は、フラット化できません。「コ
ンプレックス・ファイル・ロード・オプション」ダイアログ・ボックスですべての配列をフラット化するこ
とを選択した場合でも、これらの列は常に正規化されます。 ODO 列の使用済み実行回数だけが、ステー
ジから出力されます。
レコードの ODO 列のオカレンス数がゼロの場合は、1 行が処理されます。 ODO 節にしたがうエレメン
トのために使用された値は、エレメントが NULL 可能な場合は NULL になり、エレメントが NULL 可能
でない場合は、データ・タイプに応じてスペースまたはゼロになります。
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ユーザーのファイルの中で ODO が配列の列の唯一のタイプである場合は、「コンプレックス・ファイ
ル・ロード・オプション」ダイアログ・ボックスは表示されません。両方の配列タイプの列がある場合、ダ
イアログ・ボックスは表示されますが、ODO 列は、選択フラット化用には利用不可です。

外部ソース出力データの定義
External Source ステージからの出力リンクは、外部データ・ソースから出力されるデータを表します。そ
のようなリンクのプロパティーおよびデータの列定義が、「External Source ステージ」ダイアログ・ボッ
クスの「出力」ページで定義されます。このページには以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。「出力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
External Source ステージからの出力リンクのすべてが表示されます。出力リンクが 1 つしかない場合、
このフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 選択。このタブを使用すると、引数を出力列として選択できます。「使用可能な引数」リストは、外部
ソース・ルーチンからロードされた引数を表示し、「選択された列」リストは、ステージから出力され
る列を表示します。
デザイナー・クライアント・オプションで「列プッシュ・オプション」が選択されている場合、ユーザ
ーが「OK」をクリックしてステージを終了すると、それぞれの空の出力リンクでルーチン引数が出力列
として自動的に選択されます。列のサブセットだけを出力するのでなければ、「選択」タブで列を選択
する必要はありません。ただし、ルーチン引数のいずれかが GROUP データ・タイプである場合、列プ
ッシュ・オプションは、グループのすべてのメンバーが CHARACTER データ・タイプである場合にの
み機能します。
「使用可能な引数」リストから「選択された列」リストへの引数の移動は、引数名をダブルクリックす
るか、引数名を強調表示して > をクリックして行えます。すべての引数を移動するには、>> をクリッ
クします。「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調
表示して < をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックしま
す。 特定の引数を見つけるには、「検索」をクリックします。
グループのすべてのエレメントが CHARACTER データである場合は、グループを 1 つのエレメントと
して選択できます。グループの 1 つ以上のエレメントが別のタイプである場合は、エレメントを別々に
選択する必要があります。グループ項目およびそのサブレベル項目がすべて選択された場合、ストレー
ジは、グループ項目および各サブレベル項目に割り振られます。
配列エレメントである引数を選択する場合は、オプションで、実行時に、配列をフラット化または非正
規化できます。配列をフラット化する場合、配列の各サブエレメントに固有の名前が生成されます。不
要になったサブエレメントは、「選択された列」リストから削除できます。
「選択された列」リストは、各列の列名および SQL タイプを表示します。列の順序を再配列するには、
「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v 制約。このタブは、デフォルトで表示されます。「制約」グリッドを使用すると、出力データをフィル
タリングする制約を定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択します。 (グループ列は制約式では使用でき
ず、表示されません。)
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。制約式での関数の使用につ
いては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
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– 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入
力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィール
ドに表示されます。式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合
は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要が
あります。 正しくない制約は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v 列。このタブは出力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– キー。列がレコード・キーであるかどうかを指定します。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「出力」ページでは読み取り専用です。外部ソース・ルーチン引数を変更する場合は、リ
ポジトリーの「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスに戻る必要があります。「名前を
付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイルとして出力列を保
存します。

External Target ステージ
このトピックでは、一定のデータ・ターゲットに行を書き込むための External Target ステージについて説
明します。External Target ステージは、InfoSphere DataStage によって生成される COBOL プログラムから
呼び出されるユーザー作成プログラムを表します。外部ターゲット・プログラムは、COBOL から呼び出し
可能な言語であれば、どの言語で作成されたものでもかまいません。

外部ターゲットの処理
外部ターゲット・プログラムを使用すると、InfoSphere DataStage MVS エディションでサポートされてい
ないデータ・ターゲットにデータを書き込むことができます。外部ターゲット・プログラムを作成したら、
外部ターゲット・ルーチンを InfoSphere DataStage リポジトリーに作成します。外部ターゲット・ルーチ
ンは、外部ターゲット・プログラムの属性を指定します。
ユーザーは、「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを使用して、外部ターゲット・ルーチン
を作成、表示、または編集します。このダイアログ・ボックスには、外部ターゲット・ルーチンで使用する
ページが 4 つ、すなわち、「全般」、「作成者」、「引数」、および「JCL」があります。
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「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスには、以下のように、ボタンが 3 つあります。
v 閉じる。「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある場合、
保存するようにプロンプトが出されます。
v 保存。外部ターゲット・ルーチンを保存します。
v ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。

外部ターゲット・ルーチンの作成
新規の外部ターゲット・ルーチンを作成できます。

手順
1. 以下のいずれかの方法で「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを開きます。
v

メインメニューで「ファイル」 > 「新規」 と選択するか、ツールバーで「新規」ボタンをクリッ
クします。「新規」ダイアログ・ボックスが表示されます。「ルーチン」フォルダーをクリックし、
「メインフレーム・ルーチン」アイコンを選択し、「OK」をクリックします。

v リポジトリー・ツリーで「ルーチン」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニューから
「新規」 > 「メインフレーム・ルーチン」を選択します。
2. 「全般」ページで、外部ターゲット・ルーチンに関する一般情報を指定します。
a. ルーチン名。外部サブルーチンの名前 (最大 8 文字) を入力します。メインフレーム用語では、ル
ーチン名は、ロード・ライブラリーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーのエントリー・ポ
イントの名前です。ライブラリー・メンバーには、別の名前を持つ別のエントリー・ポイントも入れ
ることができます。ルーチン名は、「動的呼び出し」が選択されている (デフォルト) 場合は、外部
サブルーチン名に一致する必要があり、「外部サブルーチン名」フィールドに自動的に表示されま
す。
b. タイプ。ルーチンのタイプ、このケースでは「外部ターゲット・ルーチン」を選択します。 (外部ソ
ース・ルーチンの説明は 82 ページの『External Source ステージ』 にあります。外部ルーチンの詳
細説明は 124 ページの『External Routine ステージ』 にあります。)
c. 外部サブルーチン名。サブルーチンまたは関数のエントリー・ポイントが入ったロード・ライブラリ
ーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーの名前を入力します。動的呼び出しが選択されてい
る場合は、外部サブルーチン名はルーチン名に一致する必要があります。呼び出し方式が静的な場
合、2 つの名前が一致する必要はありません。
d. 呼び出し方式。ルーチンの呼び出し方式を選択します。動的呼び出しでは、実行時にルーチンを呼び
出します。静的呼び出しでは、プログラムの中にルーチンを埋め込みます。動的がデフォルトです。
e. ライブラリー・パス。ルーチン・メンバーが入っているライブラリーのパス名を入力します。 JCL
拡張変数を使用できます。静的呼び出しの場合、このフィールドは必須です。
f. 説明 (略記)。ルーチンの要旨を入力します (オプション)。このフィールドに入力されたテキスト
は、External Target ステージ・エディターに表示されます。
g. 説明 (すべて)。ルーチンの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 「作成者」ページをクリックして、ルーチンの作成者およびバージョン番号についての情報を指定しま
す。これには、以下のものが含まれます。
a. ベンダー。ルーチンを作成した会社の名前を入力します。
b. 作成者。ルーチンを作成した作成者名を入力します。
c. バージョン。ルーチンのバージョン番号を入力します。これは、ルーチンがインポートされるときに
使用されます。「バージョン」フィールドには、例えば 2.0.0 のような 3 つの部分からなるバージ
ョン番号が入ります。この番号の最初の部分は、ルーチンと InfoSphere DataStage システムとの間の
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互換性を確認するために使用される内部番号で、変更できません。この番号の 2 番目の部分はリリ
ース番号を表します。この番号は、ルーチンの定義や基礎のコードに大きな変更が行われたときに増
分されます。ルーチンの新しいリリースは、前のリリースがある場合、そのすべてを置き換えます。
ルーチンを使用するジョブは、すべて新規リリースを使用します。この番号の最後の部分は、小さい
変更や修正が行われたときの中間リリースを表します。
d. 著作権。著作権情報を入力します。
4. 「引数」ページをクリックして、ルーチン引数を定義します。外部ターゲット・ルーチンの場合、引数
は、レコードのフィールドとして扱われます。レコードは、外部ターゲット・ルーチンのプログラムに
渡されます。定義できる引数の数には制限はありません。引数レコードの中の列には、
GROUP、REDEFINES、OCCURS および OCCURS DEPENDING ON 節などの、複雑なデータ構造体を
入れることはできません。
ルーチン引数を定義するには、以下の 2 つの方法があります。
v 既存の表定義から引数をロードするには、「ロード...」をクリックします。表定義からロードされた
引数は、必要な場合は、フラット化されます。
v 新規引数を作成するには、「引数」グリッドに直接入力するか、あるいは、COBOL 属性を指定する
必要がある場合は、以下のいずれかの方法で「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックス
を開きます。
– 列領域で右クリックし、ショートカット・メニューで「行の編集...」を選択します。
– Ctrl-E を押します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの上部ペインには、「引数」グリッドに表
示されているものと同じフィールド、およびこれに加えて日付形式用の追加フィールドが入ってい
ます。定義するそれぞれの引数ごとに、以下の情報を指定します。
– 引数名。引数の名前を入力します。
– ネイティブ・タイプ。リストから、引数のネイティブ・データ・タイプを選択します。
– 長さ。引数の長さまたは精度を表す数値を入力します。
– スケール。引数が数値の場合は、小数点以下の桁数を定義する数字を入力します。
– NULL 可能。リストから「はい」または「いいえ」を選択して、引数に NULL 値を入れることが
できるかどうかを指定します。「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスのデフォル
トは、「いいえ」です。
– 日付形式。リストから引数の日付形式を選択します。
– 説明。引数の説明 (オプション) を入力します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部のペインに、デフォルトで、
「COBOL」ページが表示されます。このページを使用して、外部ターゲット引数に必要な
COBOL 情報を指定します。
– USAGE。リストから、COBOL USAGE 節を選択します。これによって、列が読み取られる際の
COBOL フォーマットが指定されます。これらの形式は「ネイティブ・タイプ」フィールドの形式
にマッピングされ、1 つの形式を変更すると、通常、その他の形式も変更されます。取りうる値は
次のとおりです。
COMP。BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-1。単精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-2。倍精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
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COMP-3。パック 10 進数、DECIMAL ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-5。NATIVE BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
DISPLAY。ゾーン 10 進数、DISPLAY_NUMERIC または CHARACTER ネイティブ・タイプで
使用されます。
DISPLAY-1。2 バイト・ゾーン 10 進数、GRAPHIC_G または GRAPHIC_N で使用されます。
– SIGN インジケーター。リストから「符号付き」またはブランクを選択し、引数が符号付きか符号
なしかを指定します。デフォルトは、数値データ・タイプの場合は「符号付き」、その他のすべて
のタイプの場合はブランクです。
– SIGN オプション。引数が符号付きである場合は、リストから、「データ内での符号の位置」を選
択します。以下のオプションから選択します。
LEADING。符号はストレージの最初のバイトです。
TRAILING。符号はストレージの最後のバイトです。
LEADING SEPARATE。符号はストレージの先頭に追加された別個のバイトの中にあります。
TRAILING SEPARATE。符号はストレージの末尾に追加された別個のバイトの中にあります。
「LEADING SEPARATE」または「TRAILING SEPARATE」を選択すると、列のストレージ長
が 1 バイト長くなります。
– ストレージ長。引数のバイト単位でのストレージ長を、定義されているとおりに指定します。この
フィールドは取得されたもので編集できません。
– ピクチャー。引数定義から取得された COBOL PICTURE 節が示されます。これは、編集できませ
ん。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部にあるボタンを使用して、引数の追
加や編集を続行するか、保存して閉じることができます。次のボタンがあります。
– 「< 戻る」および「次へ >」。直前の引数または次の引数のメタデータを表示します。これらのボ
タンは、直前の引数または次の引数が存在する場合にのみ利用可能になります。現在の引数に未保
存の変更がある場合は、閉じる前に保存するかどうかプロンプトが出ます。
– 閉じる。「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある
場合、保存するようにプロンプトが出されます。
– 適用。現行の引数に対する変更を保存します。
– リセット。最後に変更を適用した時点以降の、引数に加えられた変更をすべて削除します。
– ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。
5. 「JCL」をクリックして、外部ターゲット・ルーチンに関連する JCL を定義します。これには、外部
ターゲット・プログラムの実行に必要な DD 名またはライブラリー名が含まれます。例えば、次のよう
になります。
// POJCL DD DSN=POSYS.SALESORD.FWFF
//
DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//
UNIT=SYSDA,
//
SPACE=(TRK,(10,10),RLSE),
//
DCB=(LRECL=204,BLKSIZE=2040,RECFM=FB)
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「ルーチンに必要な追加 JCL」ボックスに直接入力するか、「JCL のロード...」をクリックして、既
存ファイルにある JCL をロードします。このページにある JCL は、InfoSphere DataStage がユーザー
のジョブ用に生成する実行 JCL に組み込まれます。ここで指定された JCL に対して、構文検査は行わ
れません。
6. JCL を定義すると、「保存」ボタンが利用可能になります。「保存」をクリックすると、外部ターゲッ
ト・ルーチン定義が保存される、リポジトリー内のフォルダー・パスを指定するようプロンプトが出さ
れます。

外部ターゲット・ルーチンの表示と編集
このタスクについて
外部ターゲット・ルーチンの表示と編集を「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで行いま
す。以下のいずれかの方法で、このダイアログ・ボックスを開きます。
v リポジトリー・ツリー内のルーチンをダブルクリックします。
v リポジトリー・ツリー内でルーチンを選択し、次に、メインメニューで「リポジトリー」 > 「プロパテ
ィー」と選択します。
v リポジトリー・ツリー内のルーチンを右クリックし、ショートカット・メニューで「プロパティー」を
選択します。
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで、フィールドおよびオプションのどれでも編集でき
ます。変更を行った場合は、必ず変更を保存してからこのダイアログ・ボックスを閉じてください。

外部ターゲット・ルーチンのコピー
このタスクについて
外部ターゲット・ルーチンは、次の 2 つの方法でコピーできます。
v ルーチンをリポジトリー・ツリーで選択し、「リポジトリー」 > 「コピーの作成」と選択します。
v ルーチンをリポジトリー・ツリーで右クリックし、ショートカット・メニューで「コピーの作成」を選
択します。
ルーチンがコピーされ、新規ルーチンがリポジトリー・ツリーの同じフォルダーの中に作成されます。デフ
ォルトでは、コピーの名前は CopyOfXXX になります。ここで XXX は選択されたルーチンの名前です。編
集ボックスが表示されます。これを使用して、コピーの名前の変更を直ちに実行できます。
ルーチンの呼び出し方式が動的である場合、外部サブルーチン名が自動的に設定されます。

外部ターゲット・ルーチンの名前の変更
このタスクについて
外部ターゲット・ルーチンの名前の変更は、以下のいくつかの方法で実行できます。
v リポジトリー・ツリーでルーチンをダブルクリックして、「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・
ボックスを開きます。「ルーチン名」フィールドを編集し、「保存」をクリックし、次に、「閉じる」
をクリックします。
v リポジトリー・ツリーでルーチンを選択し、再びクリックします。編集ボックスで、新しい名前を入力
するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をクリックして、名前を保
存します。
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v ショートカット・メニューでルーチンを右クリックし、「名前の変更」を選択します。編集ボックス
で、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をク
リックして、名前を保存します。
v リポジトリー・ツリーでルーチンを選択し、「リポジトリー」 > 「名前の変更」と選択します。編集ボ
ックスで、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外
側をクリックして、名前を保存します。
ルーチンの呼び出し方式が動的である場合、外部サブルーチン名が自動的に設定されます。

外部ターゲット呼び出しインターフェースの定義
InfoSphere DataStage によって生成される COBOL プログラムと、外部ターゲット・プログラムとの間の呼
び出しインターフェースは、以下の 2 つのパラメーターで構成されます。
v 制御構造のアドレス
v レコード定義のアドレス
制御構造は、以下の例に示すように、8 バイト領域です。
01
05
05
05
05

DS-EXTTGT1-CONTROL
ET-REQUEST
ET-RC
ET-EOF
ET-DATA-AREA

PIC X.
PIC S9(4) COMP.
PIC X.
PIC X(4).

最初のバイトは、生成される COBOL プログラムから外部ターゲット・ルーチンへの呼び出しのタイプを
示します。呼び出しタイプ O はファイルを開き、W はレコードを書き込み、C はファイルを閉じます。
次の 2 バイトは、呼び出しの成功か失敗を確認するために外部ターゲット・ルーチンから戻されるリター
ン・コード用です。ゼロは成功を示し、非ゼロは失敗を示します。
4 番目のバイトは、外部ターゲット・ルーチンから戻される EOF (ファイルの終わり) 状況インジケータ
ーです。 Y は EOF を表し、N は戻された行を表します。
最後の 4 バイトは、再入可能コード用に使用できるデータ域を構成します。ユーザーは、オプションで、
この領域を、動的呼び出しに必要なアドレスまたは値などの情報を保管するために使用することができま
す。

External Target ステージの使用
External Target ステージはターゲット・ステージとしてのみ使用され、出力リンクは使用しません。このス
テージでは、アクティブ・ステージからの複数の入力リンクを使用できます。それぞれの External Target
ステージは、1 つの外部ターゲット・プログラムしか呼び出せません。
External Target ステージを編集すると、「External Target 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには、以下のように、タブが 4
つあります。
– 全般。ステージのオプションの説明が入っており、これは、生成される COBOL プログラムに入りま
す。
– ルーチン。外部ターゲット・ルーチンの名前を指定し、その引数をデプロイします。ルーチンの指定
について詳しくは、 97 ページの『外部ターゲット・ルーチンの指定』 を参照してください。
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– JCL。外部ターゲット・ルーチンの JCL が入ります。このタブは、「ルーチン」タブで外部ターゲッ
ト・ルーチンをロードすると、利用可能になります。このタブは、リポジトリーにある外部ターゲッ
ト・ルーチンの一部としてユーザーが指定した JCL があれば、それを表示します。 JCL の入力と編
集を「JCL ステートメント」ボックスで行うか、「JCL のロード...」をクリックして、別のファイル
から JCL をロードできます。 JCL 拡張変数を使用できます。 JCL に対して行った変更をすべてリ
セットして、リポジトリー内に指定されていた元の設定に戻すには 「リセット」をクリックします。
「ステージ」ページで「OK」をクリックすると、行った変更がすべて保存されます。
– ファイル参照。COBOL PICTURE 節、開始および末尾のオフセット、および、各引数のストレージ長
を含む、外部ターゲット・プログラム内の引数のレコード構造を表示します。ストレージ長の合計が
ステータス・バーに表示されます。右クリックして列名で検索する、または、ファイル参照レイアウ
トを HTML ファイルとして保存します。
v 入力。データ入力リンクの列定義を表示します。
「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。

外部ターゲット・ルーチンの指定
「ステージ」ページの「ルーチン」タブを使用すると、呼び出す外部ターゲット・ルーチンを選択し、その
引数をロードできます。次に、これらの引数は、「入力」ページにプロジェクトされます。
「ルーチン」タブは、以下の情報を表示します。
v 名前。外部ターゲット・ルーチンの名前。
v 引数。外部ターゲット・ルーチンの引数。以下の項目を含みます。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページ
の『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「ロード」をクリックして、リポジトリーから外部ターゲット・ルーチンをロードします。次に、ルーチン
名と引数が、「ルーチン」タブに読み取り専用形式で表示されます。ルーチンを変更する必要がある場合
は、リポジトリーの「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスに戻る必要があります。ルーチン
とその引数を「ルーチン」タブから削除するには、「すべてクリア」をクリックします。
ジョブ・デザインで、前のステージから列をプッシュした場合、列が「引数」グリッドに表示され、ユーザ
ーは、単にルーチン名を「名前」フィールドに入力するだけですみます。ただし、外部ターゲット・ルーチ
ンをリポジトリーに定義してから、コードを生成する必要があります。

外部ターゲット入力データの定義
External Target ステージへの入力リンクは、外部データ・ターゲットに書き込まれるデータを表します。
データの列定義が、「External Target ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
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「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。入力リンクの名前。「入力名」リストから、必要なリンクを選択します。このリストには、
External Target ステージへの入力リンクのすべてが表示されます。入力リンクが 1 つしかない場合、こ
のフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。このタブは入力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「入力」ページでは読み取り専用です。外部ターゲット・ルーチン引数を変更する場合
は、リポジトリーの「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスに戻る必要があります。

Fixed-width Flat File ステージ
以下のトピックでは、シンプル・フラット・ファイルに対してデータの読み取りまたは書き込みを行うため
の Fixed-width Flat File ステージについて説明します。シンプル・フラット・ファイルには、
GROUP、REDEFINES、OCCURS、または OCCURS DEPENDING ON 節は含まれません。

Fixed-width Flat File ステージの使用
Fixed-width Flat File ステージは、ソース・ステージまたはターゲット・ステージとして使用できます。こ
のステージは、ソースとして使用される場合、データを、シンプル・フラット・ファイルから読み取りま
す。ターゲットとして使用される場合は、データを、アクティブ・ステージからシンプル・フラット・ファ
イルに書き込みます。また、このステージは、ソース・ステージおよびターゲット・ステージの両方として
機能することによって、中間ファイルを取り込むために使用することもできます。
Fixed-width Flat File ステージは、複数の入力リンクおよび複数の出力リンクを使用できます。入力リンク
は、アクティブ・ステージから受信する必要があり、また、出力リンクは、どのアクティブ・ステージまた
は FTP ステージに送信できます。
ユーザーが Fixed-width Flat File ステージを編集すると、「Fixed-width Flat File 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・ボックスでは、ステージとの間に入力と出力があるかに応じ
て、最大 3 つのページが使用されます。
v ステージ。ステージ名を表示します。これは編集できます。ステージがソースまたはターゲットのどち
らで使われるかに応じて、このページには最大 5 つのタブがあります。
「全般」タブを使用すると、データ・ファイル名、DD 名、書き込みオプション、および、開始行/終了
行を指定できます。また、ステージの説明をオプションで入力でき、これは、生成される COBOL プロ
グラムに入ります。
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– 「ファイル名」フィールドは、メインフレーム・ファイルで、ステージがソースとして使用される場
合は、ここからデータが読み取られ、ステージがターゲットとして使用される場合は、データがここ
に書き込まれます。
– end-of-data 行を生成。ステージがソースとして使用される場合にのみ表示されます。それぞれの出力
リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーターを追加するには、このチェック・ボッ
クスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA という名前の組み込み変数で、データの最
後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちます。 (この変数の使用について詳しく
は、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さらに、すべての列は NULL に設定さ
れます。
– 「DD 名」フィールドは、JCL にあるファイルのデータ定義名です。 1 から 8 までの英数字で、先
頭文字は英字でなければなりません。
– ターゲット・ステージの「書き込みオプション」フィールドを使用して、ターゲット・ファイルにデ
ータを入れる方法を選択できます。次のオプションが利用可能です。
新規ファイルを作成。ファイルが既に存在するかをチェックしないで新規ファイルを作成します。こ
れはデフォルトです。
既存ファイルへ追加。既存のファイルにデータを追加します。
既存ファイルに上書き。既存のファイルを削除して、新規ファイルで置換します。
既存ファイルを削除して再作成。既存のファイルが既にカタログされている場合はこれを削除し、再
作成します。
– 開始行。最初の行から開始してソース・ファイルを読み取る場合は「最初の行」を選択し、特定の行
番号から読み取りを開始する場合は「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を入力
してください。このフィールドのデフォルト値は 1 で、最大値はありません。
– 終了行。最後の行を読み取ったらソース・ファイルの読み取りを停止する場合は「最後の行」を選択
し、特定の行番号の後で停止する場合は「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を
入力してください。このフィールドのデフォルト値は 1 で、最大値はありません。
「列」タブでは、ステージの列定義を指定します。列定義の定義またはロードについて詳しくは、
100 ページの『ステージ列定義の指定』 を参照してください。
「ファイル参照」タブは、COBOL PICTURE 節、開始オフセットおよび終了オフセット、および各列
のストレージ長を含む、ステージ列についての専門化された情報を表示します。右クリックすると、
ファイル参照レイアウトが HTML ファイルとして保存されます。
「プレソート」タブは、ステージがソースとして使用される場合にのみ表示されます。これを使用す
ると、ソース・データをプレソートしてから、ジョブ・デザインの中の次のステージ渡すことができ
ます。ソート制御ステートメントの作成について詳しくは、 101 ページの『データのプレソート』 を
参照してください。
「Options」タブは、「書き込みオプション」フィールドで、ソース・データをプレソートすることを
選択した場合はソース・ステージで、あるいは、新規ファイルを作成するか、既存ファイルを削除し
て再作成することを選択した場合はターゲット・ステージで、利用可能になります。 これらのオプシ
ョンの設定について詳しくは、 102 ページの『ターゲット・ファイル・パラメーターの指定』 を参照
してください。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義を指定します。
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「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。

ステージ列定義の指定
Fixed-width Flat File ステージで使用されるデータの列定義は、ステージがソースとして、ターゲットとし
て、またはその両方として使用されているかどうかに関係なく、「ステージ」ページの「列」タブに指定す
る必要があります。これらの列定義は、ステージによって読み取られる、または、書き込まれるデータのフ
ォーマットを指定します。これらの列定義は、ステージが、ターゲットとして使用される場合は「入力」ペ
ージ、ソースとして使用される場合は「出力」ページ、中間ファイルを取り込むために使用される場合は両
方のページにプロジェクトされます。
「列」タブには、以下の情報を持つグリッドがあります。
v 列名。列の名前。
v ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲ
ット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの
『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、数値データ・タイプの場合は総桁
数です。
v スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合は
小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 説明。列の説明テキスト。
ショートカット・メニューを使用して、グリッドの中の列定義を追加、修正、または削除できます。列定義
の編集について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
また、このタブには、以下の 3 つのボタンがあります。
v 名前を付けて保存。列定義をリポジトリーに保存し、この列定義をその他のステージに後で再利用する
場合は、これをクリックします。「表定義の保存」ダイアログ・ボックスが表示され、このダイアロ
グ・ボックスで、列を、表定義、COBOL ファイル定義 (CFD)、または DB2 DCLGen ファイル (DFD)
として保存できます。
v すべてクリア。ステージから列定義をすべてクリアするには、これをクリックします。
v ロード。以下のように、リポジトリーにある表定義から列を選択してロードするには、これをクリック
します。
– まず、「表定義」ダイアログ・ボックスから、既存の表を選択するか新しい表をインポートします。
– 次に、「表からの列の選択」ダイアログ・ボックスで、ロードしたい列を選択します。「使用可能な
列」ツリーに、グループや配列などの COBOL 構造が表示されます。すべての列を表示したくない場
合は、表示しない列をフィラー列で置換するように指定できます。詳しくは、 101 ページの『フィラ
ーの作成と展開』 を参照してください。
コンプレックス・フラット・ファイルがロードされた場合、着信ファイルはフラット化され、REDEFINE
列および GROUP 列は削除されます。配列および OCCURS DEPENDING ON 列は、最大サイズにフラッ
ト化されます。レベル番号はすべて、ゼロにリセットされます。
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ロードされた表のアクセス・タイプが QSAM_SEQ_FLAT でない場合は、Fixed-width Flat File ステージで
サポートされていないネイティブ・データ・タイプを持つすべての列に対して、ネイティブ・データ・タイ
プ変換が行われます。詳しくは、 227 ページの『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してくだ
さい。
ここで表示される列には、ソース・ファイルの実際のレイアウトが反映されます。ユーザーが、各列の出力
を必要としない場合でも、フィラーを含む、ファイル・レイアウトのすべての列がここで表示されます。
「出力」ページでは、ステージから出力する列を選択します。
フィラーの作成と展開:
メインフレームの表定義には、数百個もの列が含まれていることがよくあります。そのため、ストレージ・
スペースと処理時間の節約のために、「表からの列の選択」ダイアログ・ボックスに「フィラーを生成」オ
プションがあります。
このオプションは、ユーザーがシンプル・フラット・ファイルから列をロードすると、オプションで選択さ
れます。このオプションでは、選択解除された列のシーケンスを縮小して、適切なサイズの FILLER アイ
テムにできます。ネイティブ・データ・タイプは CHARACTER に設定され、名前は FILLER_XX_YY に
設定されます。XX は開始オフセット、YY は末尾のオフセットです。
列を再選択する場合は、列グリッドの中でフィラーを展開できます。ショートカット・メニューでフィラー
を右クリックし、「フィラーの展開」を選択します。「フィラーの展開」ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、所定のフィラーから、列の一部またはすべてを選択できます。列を選択しなおすだけです。表定義を再
ロードする必要はありません。
さまざまな COBOL 構造に対するフィラーの作成方法の例、およびフィラーの展開について詳しくは、
243 ページの『第 11 章 フィラー』 を参照してください。

データのプレソート
ソース・データをプレソートすると、データ形式変更とアグリゲートが行われるアクティブ・ステージの処
理を単純化できます。 InfoSphere DataStage を使用すると、コードの生成時にメインフレーム DFSORT ユ
ーティリティーを使用することによって、Fixed-width Flat File ステージにロードされたデータをプレソー
トできます。
プレソート基準は、「プレソート」タブで指定します。このタブは 2 つのペインに分かれています。左の
ペインには利用可能な制御ステートメントが表示され、右のペインで、生成される JCL に追加されるプレ
ソート・ステートメントを編集できます。「制御ステートメント」リストの中の項目を強調表示すると、ス
テートメントの説明 (略記) が、ダイアログ・ボックスの下部のステータス・バー表示されます。
プレソート・ステートメントを作成するには、以下の 2 つの方法があります。
v 「制御ステートメント」リストの中の項目をダブルクリックして、これを「ステートメント・エディタ
ー」ボックスに挿入する。
v 任意の有効な制御ステートメントを直接「ステートメント・エディター」テキスト・ボックスに入力す
る。
「制御ステートメント」リストには、以下の項目が入っています。
v SORT FIELDS。入力レコードのソート制御フィールドの説明があります。「ソート」を選択すると、
「ソート列の選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスで、ソートする
列とソート順序を選択します。
第 5 章 メインフレーム・ジョブ・ステージ

101

「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して > をクリックして行います。すべての列を移動するには、>> をクリックします。
「選択された列」リストから列を削除するには、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して <
をクリックします。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 どちらかのリストで特定の列
を検索するには、「検索」をクリックします。
配列の列はソートできず、「使用可能な列」リストで選択することはできません。
列のソート順序を指定するには、「選択された列」リストの各列の隣にある「順序」フィールドをクリ
ックします。 2 つのオプションがあります。
– 昇順。これがデフォルト設定です。入力列データを昇順でソートするには、このオプションを選択し
ます。
– 降順。入力列データを降順でソートするには、このオプションを選択します。
ソートされる列の順序を変更するには、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
最初の列が 1 次ソート列で、残りの列は従属的にソートされます。
完了したら、「OK」をクリックして「ソート列の選択」ダイアログ・ボックスを閉じます。選択され
た列とそのソート順序が、「ステートメント・エディター」ボックスに表示されます。
v ALTSEQ CODE。EBCDIC 文字データの照合シーケンスを変更します。
v INCLUDE COND。追加する特定のレコードを指定します。
v OMIT COND。必要がない入力レコードをフィルタリングします。
v RECORD TYPE。処理するレコードのタイプと長さを指定します。
v SUM FIELDS。サマリー・フィールドを出力データ・リストに追加します。
これらの制御ステートメントの完全な構文ダイアグラムを表示するには、「ヘルプ」をクリックしてくださ
い。
InfoSphere DataStage は、「プレソート」タブで、以下の制御ステートメントをサポートしていません。
v DEBUG
v END
v INREC
v MERGE
v MODS
v OPTION
v OUTFIL
v OUTREC
入力されたステートメントに対して、構文検査は行われません。ただし、サポートされていない制御ステー
トメントを使用した場合は、コード生成時にエラーが出ない場合でも、ジョブが実行されたときにエラーが
出ます。

ターゲット・ファイル・パラメーターの指定
「ステージ」ページの「オプション」タブを使用すると、ソース・ステージでプレソートされたメインフレ
ーム・ファイルを作成する、またはターゲット・ステージで新規メインフレーム・ファイルを作成するのに
必要な JCL パラメーターを定義できます。
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このタブには、以下のフィールドがあります。
v 正常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了したときの、データ・ファイルの処理のパラメー
ターが入ります。 4 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。ジョブの実行後にデータ・セットを削除します。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
– PASS。データ・セットを次のジョブ・ステップに渡しますが、ジョブの終了時にデータ・セットを削
除します。これはデフォルトです。
v 異常終了時処理。ジョブのアップロードが正常に完了しなかったときの、データ・ファイルの処理のパ
ラメーターが入ります。3 つのオプションがあります。
– CATLG。データ・セットをカタログします。
– DELETE。データ・セットを削除します。これはデフォルトです。
– KEEP。データ・セットを保存しますが、カタログしません。
v ユニット。データの保管先ディスクのデバイス・タイプを指定します。デフォルト値は SYSDA です。
v 割り振りタイプ。ファイル用にストレージ・スペースが予約されるときに使用される割り振りのユニッ
トを指定します。2 つのオプションがあります。
– TRK。トラック。これはデフォルトです。
– CYL。シリンダー。 これは、一般的に、TRK より大きいストレージ・スペースを割り振ります。
トラックまたはシリンダーの正確なサイズは、デバイスに依存します。
v 1 次割り振り量。ジョブの初期ストレージとして予約されるトラックまたはシリンダーの数が入りま
す。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v 2 次割り振り量。1 次割り振りがジョブに不十分であった場合に予約されるトラックまたはシリンダー
の数が入ります。最小は 1 で、最大は 32768 です。 デフォルト値は「10」です。
v ボリューム通し番号。ファイルが書き込まれるユニットのボリューム通し番号。英数字を最大 6 文字使
用できます。
v 有効期限。新規データ・セットの有効期限を YYDDD または YYYY/DDD フォーマットで指定します。
2000 年 1 月 1 日以降の有効期限には、YYYY/DDD フォーマットを使用する必要があります。JCL 拡張
変数も使用できます。
YY は 01 から 99 までで、YYYY には 1900 から 2155 までが使用できます。 DDD は、閏年でない場
合は 000 から 365 までで、閏年の場合は 000 から 366 まで使用できます。
現行日付またはそれより前の日付を指定した場合、データ・セットは直ちに置き換えに適格になりま
す。有効期限が 99365、99366、1999/365、および 1999/366 のデータ・セットは、永続と見なされ、決
して削除されたり上書きされません。
v 保存期間。新規データ・セットを保存する日数を指定します。数値を入力するか、JCL 拡張変数を使用
できます。ジョブが実行されると、この値が現行日付に追加され、閏年でない年は 365 日、閏年には
366 日を使用して、有効期限が生成されます。 計算された有効期限が 1999 年 12 月 31 日になる場
合、有効期限は 2000 年 1 月 1 日に設定されることに注意してください。
有効期限または保存期間のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。これらのフィールドのどち
らかに値を入力すると、他方のフィールドは使用不可になります。検証はどちらのフィールドでも行われま
せん。正しくない値を入力した場合は、JCL エラーが起こります。
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これらのパラメーターは、JCL の生成中に使用されます。ボリューム通し番号、有効期限、および保存期
間を除くすべてのフィールドが必須です。

固定幅フラット・ファイル入力データの定義
ユーザーが、シンプル・フラット・ファイルにデータを書き込むと、Fixed-width Flat File ステージは、入
力リンクを少なくとも 1 つ使用します。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、
「Fixed-width Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Fixed-width Flat File ステージへの入力リンクの名前。 このフィールドを使用して、表示する
入力データのセットを選択します。
v 全般。選択されたリンクのオプションの説明が入ります。
v 列。ファイルに書き込まれるデータの列定義が入ります。このタブには、次の列を持つグリッドがあり
ます。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、「ネイティ
ブ・データ・タイプ」を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、数値データ・タイプの場合は総
桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、Fixed-width Flat File ステージの「入力」ページでは読み取り専用です。変更を行う場合
は、「ステージ」ページの「列」タブに戻る必要があります。
ステージで複数の入力リンクを使用する場合は、すべての入力リンクにある列は、ステージの列と同
じでなければなりません。

固定幅フラット・ファイル出力データの定義
データを Fixed-width Flat File ステージから出力すると、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義
の説明が「Fixed-width Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページに表示されます。
このダイアログ・ボックスには以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。このリストには、ステージからのすべての出力リンクの名前が入ります。出力リンクが 1 つし
かない場合、このフィールドは読み取り専用になります。複数の出力リンクがある場合は、編集したい
出力リンクを選択してからデータを変更してください。
v 選択。このタブを使用すると、データを出力する元の列を選択できます。「使用可能な列」リストは、
ソース・ファイルからロードされた列を表示し、「選択された列」リストは、ステージから出力される
列を表示します。
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デザイナー・クライアント・オプションで列プッシュ・オプションが選択されている場合、ユーザーが
「OK」をクリックしてステージを終了すると、すべてのステージ列定義が自動的にそれぞれの空の出力
リンクに伝搬されます。列のサブセットだけを出力するのでなければ、「選択」タブで列を選択する必
要はありません。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。
「選択された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して <
をクリックすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 特定の列
を見つけるには、「検索」をクリックします。
「選択された列」リストは、各列の列名および SQL タイプを表示します。列の順序を再配列するには、
「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v 制約。このタブは、デフォルトで表示されます。「制約」グリッドを使用すると、出力データをフィル
タリングする制約を定義できます。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択します。
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。制約式での関数の使用につ
いては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入
力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィール
ドに表示されます。式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合
は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要が
あります。 正しくない制約は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v 列。このタブは出力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについては、 227 ページの『第
9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データの場合は文字数、数値データ・タイプの場合は総
桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「出力」ページでは読み取り専用です。定義の変更を行う場合は、「ステージ」ページの
「列」タブに戻る必要があります。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファイル、
または DCLGen ファイルとして出力列を保存します。
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Multi-format Flat File ステージ
以下のトピックでは、複数のレコード・タイプが入ったファイルからデータを読み取るための Multi-format
Flat File ステージについて説明します。ソース・データには、1 つ以上の
GROUP、REDEFINES、OCCURS または OCCURS DEPENDING ON の各節を入れることができます。

Multi-format Flat File ステージの使用
Multi-format Flat File ステージはソース・ステージとしてのみ使用され、入力リンクを受け取ることはでき
ません。 Multi-format Flat File ステージは、アクティブ・ステージへの複数の出力リンクを使用できま
す。
ユーザーが Multi-format Flat File ステージを編集すると、「Multi-format Flat File 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。ステージ名を表示します。これは編集できます。このページには、以下のように、タブが 4
つあります。「全般」タブでは、以下のものを含む、ソース・データ・ファイルについての詳細を指定
します。
– ファイル名。データを読み取る元のメインフレーム・ソース・ファイルの名前を入力します。
– end-of-data 行を生成。それぞれの出力リンクで最後の行が処理された後でデータ終了インジケーター
を追加するには、このチェック・ボックスを選択します。このインジケーターは、ENDOFDATA とい
う名前の組み込み変数で、データの最後の行が処理されていることを表す TRUE という値を持ちま
す。 (この変数の使用について詳しくは、 212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。 さ
らに、すべての列は NULL に設定されます。
– DD 名。JCL にあるファイルのデータ定義名を入力します。これは 1 から 8 までの英数字で、先頭
文字は英字でなければなりません。デフォルトの名前は DDn で、n は内部ジョブ番号です。この名
前は、編集することができます。
– アクセス・タイプ。リストから、ソース・ファイルのアクセス・タイプを選択します。 4 つの選択が
あります。
QSAM_SEQ_COMPLEX。QSAM ファイル構造。
VSAM_ESDS。VSAM 入力順データ・セット・ファイル構造。
VSAM_KSDS。VSAM キー順データ・セット・ファイル構造。これが選択された場合は、少なくとも
1 つの列を「キー」として定義する必要があります。
VSAM_RRDS。相対レコード・データ・セット・ファイル構造。
– 開始行。最初の行から開始してソース・ファイルを読み取る場合は「最初の行」を選択し、特定の行
番号から読み取りを開始する場合は「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を入力
してください。このフィールドのデフォルト値は 1 で、最大値はありません。
– 終了行。最後の行を読み取ったらソース・ファイルの読み取りを停止する場合は「最後の行」を選択
し、特定の行番号の後で停止する場合は「行番号」を選択します。「行番号」フィールドには整数を
入力してください。このフィールドのデフォルト値は 1 で、最大値はありません。
– ブロック・タイプ。ソース・ファイルのブロック・タイプを選択します。デフォルトは「可変長ブロ
ック・ファイル」で、これは、ソース・ファイルに可変レコード長が入っていることを示します。ま
た、Multi-format Flat File ステージは、同じ長さのレコードが入っている固定ブロック・ファイルを
読み取るために使用することもできます。
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– 最大ファイル・レコード・サイズ。ソース・ファイル内の最大レコード・サイズを指定します。この
サイズは、ソース・ファイル内の最大レコード (このレコードがステージにロードされているかどう
かにかかわらず) のストレージ長より大か等しくなければなりません。この値が指定されない場合
は、「OK」 をクリックした後でステージにロードされた最大レコードのストレージ長に設定されま
す。
– 説明。説明 (オプション) を入力します。これは、生成される COBOL プログラムに入ります。
「レコード」タブでは、ソース・データのレコード定義を指定します。レコード定義の定義またはロ
ードについて詳しくは、『ステージ・レコード定義の指定』 を参照してください。
「レコード ID」タブを使用すると、レコード ID の制約を指定できます。詳しくは、 109 ページの
『レコード ID 制約の指定』 を参照してください。
「レコード参照」タブは、COBOL PICTURE 節、開始オフセットおよび終了オフセット、および各レ
コードのストレージ長を含む、ソース・ファイル内のレコード・タイプについての専門化された情報
を表示します。右クリックすると、レコード参照レイアウトが HTML ファイルとして保存されま
す。
v 出力。データ出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。

ステージ・レコード定義の指定
レコード定義を作成できます。

このタスクについて
「ステージ」ページの「レコード」タブを使用すると、Multi-format Flat File ステージで読み取られるデー
タの複数のレコード定義を指定できます。次に、これらのレコード定義は、「出力」ページにプロジェクト
されます。
「レコード」タブでは、左のペインにレコード定義が表示され、右のペインに、各レコードに関連した列が
表示されます。

手順
1. 以下のいずれかの方法で、新規レコード・タイプを作成します。
v 「新規レコード」をクリックします。
v 左のペインで右クリックし、ショートカット・メニューで「新規レコード」を選択します。
新規レコードは、NEWRECORD というデフォルト名で作成されます。この名前の編集は、名前をダ
ブルクリックするか、ショートカット・メニューで「名前の変更」を選択することによって行えま
す。レコード名に COBOL 予約語 (リストについては 277 ページの『第 15 章 予約語』 を参照)
を使用することはできません。
2. レコードがマスターである場合は、「マスター」チェック・ボックスを選択します。マスター・レコー
ドは 1 つだけ許可されます。
3. レコードを作成したら、レコードに関連した列を定義します。列定義を「列」グリッドに手動で入力す
るか、「ロード」をクリックして、リポジトリーの表定義から列を選択してロードします。
列をロードする手順を次に示します。
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a. 「表定義」ダイアログ・ボックスで、既存の表を選択するか、新しい表をインポートします。
b. 「表からの列の選択」ダイアログ・ボックスで、ロードしたい列を選択します。「使用可能な列」ツ
リーに、グループや配列などの COBOL 構造が表示されます。すべての列を表示したくない場合
は、表示しない列をフィラー列で置換するように指定できます。詳しくは、『フィラーの作成と展
開』 を参照してください。
c. フラット化をオプションにした列構造に配列がある場合は、「Complex file load option」ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。これによって、ステージの中の配列データの処理方法を指定できま
す。詳しくは、 109 ページの『配列処理』 を参照してください。
「列」グリッドに、以下の項目を含む、選択したレコード定義に関連した列情報が表示されます。
d. レベル番号。データが定義されている COBOL レベル番号。レベル番号が指定されない場合は、05
というデフォルト値が割り当てられます。
e. 列名。列の名前。
f. キー。ソース・ファイルのアクセス・タイプが VSAM_KSDS である場合、このフィールドは必須で
す。
g. ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページ
の『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
h. 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
i. スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場
合は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
j. NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。(NULL 可能列は、
Multi-format Flat File ステージではサポートされていません。)
k. 説明。列の説明テキスト。
4. 列定義を編集するには、グリッドに直接入力するか、ショートカット・メニューで「行の編集...」を選
択します。これによって「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが開き、COBOL 固有列情報を定
義できます。このダイアログ・ボックスの使用について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデー
タの編集』 を参照してください。
5. レコード定義およびその列を削除するには、左のペインでレコード名を選択し、「すべてクリア」をク
リックします。

タスクの結果
ここで表示されるレコード定義および列には、ソース・ファイルの実際のレイアウトが反映されます。ユー
ザーが、各列の出力を必要としない場合でも、フィラーを含む、ファイル・レイアウトの中のすべての列が
ここで表示されます。「出力」ページでは、ステージから出力する列を選択します。
フィラーの作成と展開:
メインフレームの表定義には、数百個もの列が含まれていることがよくあります。そのため、ストレージ・
スペースと処理時間の節約のために、「表からの列の選択」ダイアログ・ボックスに「フィラーを生成」オ
プションがあります。
このオプションはデフォルトで選択されていますが、シンプル・フラット・ファイルまたはコンプレック
ス・フラット・ファイルから列をロードするときにだけ利用できます。 このオプションでは、選択解除さ
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れた列のシーケンスを縮小して、適切なサイズの FILLER アイテムにできます。ネイティブ・データ・タ
イプは CHARACTER に設定され、名前は FILLER_XX_YY に設定されます。XX は開始オフセット、YY
は末尾のオフセットです。
グループ配列または OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列のエレメントのフィラーの名前は FILLER_NN
に設定されます。NN はエレメント番号を表します。 NN は、選択解除された最初のグループ・エレメン
トを基点に 1 で始まり、順次に番号付けされます。 ODO 列に続くフィラーも順次に番号付けされます。
列を再選択する場合は、列グリッドの中でフィラーを展開できます。ショートカット・メニューでフィラー
を右クリックし、「フィラーの展開」を選択します。「フィラーの展開」ダイアログ・ボックスが表示さ
れ、所定のフィラーから、列の一部またはすべてを選択できます。列を選択しなおすだけです。表定義を再
ロードする必要はありません。
さまざまな COBOL 構造に対するフィラーの作成方法の例、およびフィラーの展開について詳しくは、
243 ページの『第 11 章 フィラー』 を参照してください。
配列処理:
配列が入っている列定義を入力するかロードすると、「コンプレックス・ファイル・ロード・オプション」
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、次のオプションがあります。
v 選択された配列をフラット化。フラット化する列を個別に選択できます。列リスト内の配列を右クリッ
クし、「フラット化」または「正規化」を選択します。フラット化することを選択した配列の配列アイ
コンが変更されます。
v すべての配列をフラット化。配列の各エレメントに対して新規列が作成され、実行時にデータが 1 つの
行として表示されます。
v すべての配列を正規化。実行時にデータが複数行 (配列の各列に対して 1 行ずつ) として表示されま
す。これはデフォルトです。
再定義フィールドまたは OCCURS DEPENDING ON 節がある配列の列は、フラット化できません。「コ
ンプレックス・ファイル・ロード・オプション」ダイアログ・ボックスですべての配列をフラット化するこ
とを選択した場合でも、これらの列は常に正規化されます。 ODO 列の使用済み実行回数だけが、ステー
ジから出力されます。
レコードの ODO 列のオカレンス数がゼロの場合は、1 行が処理されます。 ODO 節にしたがうエレメン
トのために使用された値は、エレメントが NULL 可能な場合は NULL になり、エレメントが NULL 可能
でない場合は、データ・タイプに応じてスペースまたはゼロになります。
ユーザーのファイルの中で ODO が配列の列の唯一のタイプである場合は、「コンプレックス・ファイ
ル・ロード・オプション」ダイアログ・ボックスは表示されません。両方の配列タイプの列がある場合、ダ
イアログ・ボックスは表示されますが、ODO 列は、選択フラット化用には利用不可です。

レコード ID 制約の指定
「レコード」タブで定義したそれぞれのレコードごとに、それぞれの列で、レコード ID 制約を指定する
必要があります。これは「レコード ID」タブで指定します。
レコード ID 節で指定された列は、レコード全域にわたって、同じ物理ストレージ位置になければなりま
せん。以下のフィールドを使用して、制約を指定します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
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v 列。リストでレコード ID 列を選択します。このリストには、選択したレコード・タイプにあるすべて
の列が表示されています。
v オペレーター。リストから、オペレーターを選択します。
v 列/値。レコード ID 列の識別値を入力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィールドに表
示されます。式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合は、式を訂正
するか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しく
ない制約は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場合が
あります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。

マルチフォーマット・フラット・ファイル出力データの定義
Multi-format Flat File ステージからの出力リンクは、複数のレコード・タイプが入っているファイルから抽
出されたデータを表します。それぞれの出力リンクは、複数のレコード定義にある列を使用することがで
き、また、同じレコード定義にある列は、複数のリンクに出力できます。そのようなリンクのプロパティー
およびデータの列定義の説明が、「Multi-format Flat File ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ペ
ージに表示されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。「出力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Multi-format Flat File ステージからの出力リンクのすべてが表示されます。出力リンクが 1 つしかない
場合、このフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 選択。デフォルトで表示されます。このタブを使用すると、複数のレコード・タイプから出力する列を
選択できます。「使用可能な列」リストでは、ステージにロードされたレコード定義とその対応列が表
示され、「選択された列リストでは、ステージから出力される列が表示されます。
「列プッシュ・オプション」は、Multi-format Flat File ステージでは作動しません。このオプションがデ
ザイナー・クライアント・オプションで選択されている場合でも、「選択」タブで、ステージから出力
する列を選択する必要があります。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、
列名を強調表示して > をクリックして行えます。単一レコード定義にあるすべての列の移動は、レコー
ド名またはその列のいずれかを強調表示し、>> をクリックして行えます。 「選択された列」リストか
らの列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリックすることによって行
えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 特定の列を見つけるには、「検索」をク
リックします。
グループのすべてのエレメントが CHARACTER データである場合は、グループを 1 つのエレメントと
して選択できます。グループの 1 つ以上のエレメントが別のタイプである場合は、エレメントを別々に
選択する必要があります。グループ項目およびそのサブレベル項目がすべて選択された場合、ストレー
ジは、グループ項目および各サブレベル項目に割り振られます。
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「選択された列」リストは、列名、レコード名、SQL タイプ、および、各列の別名を表示します。名前
はユニークでなければならないので、別名を編集して、出力列の名前の変更を行えます。列の順序を再
配列するには、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。
v 制約。このタブを使用すると、出力データをフィルタリングする制約を定義できます (オプション)。
「制約」グリッドで以下のフィールドを使用して、制約を定義します。
– (. 必要な場合は左括弧を選択します。
– 列。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択します。 (グループ列は制約式では使用でき
ず、表示されません。)
– オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。制約式での関数の使用につ
いては、 198 ページの『制約』 を参照してください。
– 列/値。リストから、列またはジョブ・パラメーターを選択するか、セルでダブルクリックし、値を入
力します。文字値は、単一引用符で囲みます。
– ). 必要な場合は右括弧を選択します。
– 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらのフィールドはすべて編集可能です。制約式をビルドするにしたがい、式が「制約」フィール
ドに表示されます。
「レコード ID」タブで「デフォルト」をクリックして、制約を、出力として選択されているレコード
のレコード ID 制約に一致するように設定します。「デフォルト」は、「制約」グリッドが空のとき
だけ利用可能になります。
式のビルドが終わったら、「検証」をクリックします。 エラーが起こった場合は、式を訂正するか、
「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しくない
制約は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
v 列。このタブは出力列を表示します。このタブには、次の列を持つグリッドがあります。
– 列名。列の名前。
– ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびター
ゲット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページ
の『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
– 長さ。データの精度。これは、CHARACTER データおよび GROUP データの場合は文字数、数値デ
ータ・タイプの場合は総桁数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データおよび FLOAT データの場合
は小数点の右側の桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。 (NULL 可能列は、
Multi-format Flat File ステージではサポートされていません。)
– 説明。列の説明テキスト。
列定義は、「出力」ページでは読み取り専用です。定義の変更を行う場合は、「ステージ」ページの
「レコード」タブに戻る必要があります。「名前を付けて保存」をクリックして、表定義、CFD ファ
イル、または DCLGen ファイルとして出力列を保存します。
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正規化配列の選択
Multi-format Flat File ステージから出力される複数の正規化配列の列の選択は、Complex Flat File ステー
ジで行う場合と同じように行うことができます。 InfoSphere DataStage が、どのような方法で配列を処理
してから出力リンクに行を送信するかについては、 68 ページの『正規化配列の選択』 を参照してくださ
い。

Aggregator ステージ
以下のトピックでは、1 つの入力リンクからのデータをまとめて、アグリゲート関数
(count、sum、average、first、last、min、max など) を実行する Aggregator ステージについて説明します。
集合データは、単一出力リンクを介して、処理ステージまたはターゲット・ステージに出力されます。

Aggregator ステージの使用
Aggregator ステージは、1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクだけを使用します。入力リンクは、ソ
ース・ステージから来なければなりません。
Aggregator ステージを編集すると、「Aggregator 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 3 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページには
「全般」タブがあり、ステージの説明 (オプション) が表示されます。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義を指定します。このページには「アグリゲート」タブがあり、ここで
アグリゲート関数を指定できます。「マッピング」タブでは、入力列と出力列の間のマッピングを定義
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。

Aggregator 入力データの定義
アグリゲートされるデータは、単一入力リンクを使用して、ジョブ・デザイン内の前のステージから
Aggregator ステージに渡されます。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、
「Aggregator ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Aggregator ステージへの入力リンクの名前。 1 つの入力リンクしか許可されないので、リンク
名は読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。デフォルトで表示されます。ステージに書き込まれるデータの列定義を表示するグリッドが入りま
す。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
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– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
Aggregator ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク上
のステージに戻る必要があります。

Aggregator 出力データの定義
Aggregator ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が
「Aggregator ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。デフォルトで表示されます。このタブでは、アグリゲート・タイプを選択し、リンクの説明 (オプ
ション) を入力します。「タイプ」フィールドには、2 つのオプションがあります。
– GROUP BY は、入力行をソートし、次に、データをアグリゲートします。
– 制御の切れ目は、入力行をソートせずに、データをアグリゲートします。これはデフォルト・オプシ
ョンです。
v アグリゲート。GROUP BY する列を指定するグリッド、および、ステージから出力されるデータ用のア
グリゲート関数が入ります。データ・アグリゲートの定義について詳しくは、 114 ページの『データの
アグリゲート』 を参照してください。
v マッピング。入力列の出力列へのマッピングを指定します。マッピングの定義について詳しくは、 115
ページの『データのマッピング』 を参照してください。
v 列。出力リンクにあるデータの列定義が入ります。 このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
リポジトリー内の表定義から列をロードするか、列定義を手動で入力して「名前を付けて保存」をク
リックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイルとして保存します。「すべて
クリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集について詳しくは、 239 ページの
『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。
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データのアグリゲート
データ・ソースには、トランザクション処理に使用される場合などはとくに、何千というレコードが入って
います。例えば、販売の注文に関する詳細な情報が入ったデータ・ソースを使用しているとします。この情
報のすべてをデータウェアハウスに渡す代わりに、分析を簡単に行えるように情報を要約できます。
Aggregator ステージを使用すると、入力リンクについての情報を、GROUP BY し、要約することができま
す。それぞれの列ごとに、複数のアグリゲート関数を選択できます。次の例では、
QUANTITY_ORDERED、QUANTITY_SOLD、UNIT_PRICE、および DISC_AMT 列にある値を平均し、
ITEM_ORDER_AMT、ITEM_SALES_AMT、および BACK_ORDER_QTY 列にある値を合計し、
PRODUCT_ID および PROD_DESC 列の最初の値だけを戻し、ORDER_YY および ORDER_MM 列の最後
の値だけを戻します。
GROUP BY する列を選択する、および入力データに対して実行するアグリゲート関数を指定するには、
「アグリゲート」タブを使用します。 Aggregator ステージから出力される各列は、GROUP BY するか、
アグリゲートする必要があります。
このタブのグリッドには次の列があります。
v 列名。列の名前。
v GROUP BY。列のデータをグループ化するかどうかを指定します。デフォルトでは、アグリゲートされ
る列を除き、すべての列を GROUP BY します。列に対してアグリゲート関数を選択すると、「GROUP
BY」ボックスは自動的にクリアされます。
v Min。最低値を列に戻します。
v Max。最高値を列に戻します。
v Count。列の中の値の数を数えます。 (NULL 値が入っているレコードは、カウントを増やしません。)
v Sum。列の中の値を合計します。この関数は、数値 SQL データ・タイプでのみ利用可能です。
v Average。列の中の値を平均します。この関数は、数値 SQL データ・タイプでのみ利用可能です。
v First。列内の最初の値を戻します。この関数は、制御の切れ目アグリゲートでのみ利用可能です。
v Last。列内の最後の値を戻します。この関数は、制御の切れ目アグリゲートでのみ利用可能です。
v SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプについて
詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』を参照してください。
「アグリゲート」タブでは、SQL データ・タイプの変更はできません。列定義を変更する場合は、入力
リンク上のステージに戻る必要があります。
表 11 に、アグリゲート関数によって作成された列のメタデータを示します。
表 11. アグリゲート列のメタデータ
関数

列名

SQL タイプ

精度

スケール

NULL 可能

Min

1

x_MIN

入力と同じ。

入力と同じ。

入力と同じ。

はい

Max

x_MAX

入力と同じ。

入力と同じ。

入力と同じ。

はい

Count

x_COUNT

Decimal

18

Sum

x_SUM

Decimal

0

いいえ

18

2

入力と同じ。

はい

2

入力列スケール + はい
2 (最大 18)2

Average

x_AVG

Decimal

18

First

x_FIRST

入力と同じ。

入力と同じ。

入力と同じ。

はい

Last

x_LAST

入力と同じ。

入力と同じ。

入力と同じ。

はい
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1

x は、アグリゲートされる入力列の名前を表します。

2

プロジェクト・プロパティーで「拡張 10 進数をサポート」が選択された場合は、精度 (つまり平均の最
大スケール) が、指定される最大 10 進数サイズになります。

データのマッピング
「マッピング」タブは、Aggregator ステージをパススルーする、入力列と出力列の間のマッピングを定義
するために使用されます。
このステップは、「列プッシュ・オプション」がデザイナー・クライアント・オプションで選択されている
場合は、バイパスできます。それぞれの出力リンクに対して出力列が自動的に作成され、「OK」をクリッ
クしてこのステージを終了すると、対応する入力列と出力列の間のマッピングが定義されます。
このタブは 2 つのペイン、すなわち、入力リンク (および定義されているすべてのジョブ・パラメーター)
用の左のペイン、および出力リンク用の右のペインに分けられており、列と両ペイン間の関係を表示しま
す。
左のペインでは、入力列の名前に、実行されるアグリゲート関数の接頭部が付きます。 1 つの列に対して
複数のアグリゲート関数が実行される場合は、実行されるそれぞれの関数に対して列名がリストされます。
グループ化された列の名前は、接頭部なしで表示されます。
右のペインでは、出力列の出力仕様にもアグリゲート関数の接頭部が付きます。出力列名には、アグリゲー
ト関数の接尾部が付きます。
2 つのペインの間のスプリッター・バーをドラッグして、ペインのサイズを互いに変更できます。垂直スク
ロール・バーを使用して、列リストおよびペインのビューを上下にスクロールできます。
列のマッピングは、「マッピング」タブで、以下の 2 つの方法で定義できます。
v ドラッグ・アンド・ドロップ。この方法は、出力列が入力列から直接取得されることを指定します。詳
しくは、 116 ページの『ドラッグ・アンド・ドロップの使用』 を参照してください。
v 自動マッチング。この方法は、名前または位置に基づいて、出力列の出力仕様を、一致する入力列から
自動的に設定します。詳しくは、 116 ページの『列自動マッチングの使用』 を参照してください。
出力仕様の式は、「マッピング」タブでは指定できません。データ形式変更を実行する必要がある場合は、
Transformer ステージをジョブ・デザインの別の場所に追加する必要があります。
マッピングが定義されるにつれて、出力列の名前が赤から黒に変わります。関係行が、入力列と出力列の間
に引かれます。
検索機能:
このタスクについて
複雑なジョブで作業をしている場合、特定の列や式を見つけるのに役立つ検索機能があります。
この検索機能を使用する手順を次に示します。
手順
1. 以下のいずれかの方法で「検索」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「マッピング」タブで「検索」をクリックします。
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v リンクのショートカット・メニューで「検索」を選択します。
2. 次のタブのどちらかをクリックします。
v 列名。特定の列を検索できます。
v 式テキスト。出力列の式の中に、特定のストリングのオカレンスを見つけることができます。
3. 「リンク名」リストでリンクを選択します。 (式テキストの検索は、出力リンクでのみ行うことができ
ます。)
4. 「検索文字列」フィールドに検索対象のテキストを入力します。
5. オプション: 「大/小文字を区別」チェック・ボックスおよび「完全に一致する文字列」チェック・ボッ
クスを選択して、検索の幅を狭くします。
6. オプション: 「式テキスト」タブで、「空の式」を選択して、次の空の式を検索します。
ドラッグ・アンド・ドロップの使用:
このタスクについて
マッピングを指定する簡単な方法は、「マッピング」タブのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用する方
法です。入力リンクから出力リンクに列をドラッグして、それぞれのマッピングを定義できます。
ドラッグ・アンド・ドロップを使用するには、次のようにします。
手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。
タスクの結果
また、リンクの名前を表示しているタイトル・バーをクリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウ
ス・ポインターをターゲット・リンク内の最初の「出力仕様」セルにドラッグできます。これによって、位
置に基づいて、すべての入力列が出力列にマッピングされます。
列自動マッチングの使用:
このタスクについて
列自動マッチング機能を使用して、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生できるよう自動的
に設定できます。
自動マッチングを使用する手順を次に示します。
手順
1. 「マッピング」タブの「自動マップ」をクリックして、「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを
開きます。
2. 「マッチング・タイプ」領域で「位置マッチング」または「名前マッチング」をクリックします。
「位置マッチング」をクリックした場合、対応する位置の入力リンク列に出力列の出力仕様が設定され
ます。最初の入力リンクの列が最初の出力リンクの列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
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「名前の一致」をクリックした場合は、次のように、入力列および出力列の追加情報を指定する必要が
あります。
v 入力列:
– 「全列マッチング」または「選択列マッチング」。どちらかをクリックして、すべての入力リンク
の列を一致させるか、入力リンクで現在選択されている列だけ一致させるかを指定します。
– 「アグリゲート接頭部を無視」。アグリゲート接頭部を無視し、列名に基づいてマッチングを実行
するには、このチェック・ボックスを選択します。
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 出力列:
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 「大/小文字を区別しない」。名前の一致を調べるときに大/小文字を区別しない場合には、このチェ
ック・ボックスを選択します。この設定は、「無視する接頭部」および「無視する接尾部」設定にも
影響します。例えば、接頭部の IP という文字を無視するよう設定し、「大/小文字を区別しない」を
選択すると、IP および ip が無視されます。
3. 「OK」をクリックして、自動マッチを実行します。
タスクの結果
自動マッチでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプが非互換で
も、出力仕様は設定されます。

Business Rule ステージ
以下のトピックでは、SQL ビジネス・ルール・ロジックを使用して複雑な変換を実行するための Business
Rule ステージについて説明します。これらのステージによって、条件ステートメントやループ・ステート
メントなどの SQL の制御フロー機能へのアクセスが提供され、さらに SQL の COMMIT ステートメント
や ROLLBACK ステートメントを使用して、ジョブのトランザクション制御がよりよく行えるようになり
ます。 また、Business Rule ステージを使用すると、EXIT ステートメントを使用してジョブ処理を終了し
たり、DISPLAY ステートメントを使用して情報を COBOL で表示できます。

Business Rule ステージの使用
Business Rule ステージは、1 つの入力リンクと任意の数の出力リンクを使用します。入力リンクは、ソー
ス・ステージまたは処理ステージのどちらから来るものでもかまいません。出力リンクは、その他の処理ス
テージまたはターゲット・ステージに行くリンクです。
Business Rule ステージを編集すると、「Business Rule 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 3 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページに
は、以下のように、タブが 3 つあります。
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– 全般。ステージの説明 (オプション) を入力できます。
– 変数。ステージ変数を定義するために使用します。詳しくは、『ステージ変数の定義』 を参照してく
ださい。
– 定義。ステージのビジネス・ルール・ロジックを指定するために使用します。詳しくは、『ビジネ
ス・ルール・ロジックの指定』 を参照してください。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出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。

ステージ変数の定義
ユーザーは、Transformer ステージの場合と同じように、Business Rule ステージ内で独自の変数を宣言して
使用できます。これらのステージ変数は、変数が宣言されている Business Rule ステージからのみアクセス
可能です。宣言したステージ変数は、すべて「定義」タブで利用可能で、このタブで、ステージ変数を、ス
テージのビジネス・ルール・ロジック用に使用できます。
ステージ変数に初期値が指定されない場合、初期値は NULL になります。 変数は、最初の入力行が処理
される前に、初期化されます。「定義」タブで指定されたビジネス・ルール・ロジックが、ある入力行のス
テージ変数に、ある値を割り当てている場合、その変数は、別の値が再割り当てされるまで、後続の行での
使用のためにその値を保存します。
ステージ変数の宣言は、「Business Rule ステージ」ダイアログ・ボックスの「変数」タブで行います。以
下のグリッドを使用して、ステージ変数を宣言します。
v 名前。ステージ変数の名前。変数名は、必ず英字 (a から z、A から Z) で始まり、その後は英数字 (a
から z、A から Z、0 から 9) だけが使用できます。
v 初期値。変数の初期値。初期値がストリングの場合は、単一引用符で囲みます。
v SQL タイプ。変数の SQL データ・タイプ。リストから SQL タイプを選択します。メインフレーム・
ジョブでサポートされるデータ・タイプについて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの
定義およびマッピング』 を参照してください。
v 精度。変数の精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字数、数
値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁数です。
v スケール。変数のデータのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の
桁数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
v 説明。変数の説明 (オプション)。
「ロード」をクリックして、リポジトリーの表定義からステージ変数のセットをロードします。また、ステ
ージ変数を手動で入力して編集し、「名前を付けて保存...」をクリックして、ステージ変数を表定義、CFD
ファイル、または DCLGen ファイルとして保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり
直します。

ビジネス・ルール・ロジックの指定
Business Rule ステージを使用すると、SQL ビジネス・ルール・ロジックを使用して、複雑なデータ変換処
理を実行できます。このロジックの指定は、「定義」タブで行います。
「定義」タブは、以下のように、4 つのペインに分けられています。
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v テンプレート。ビジネス・ルールで使用できるプログラミング・コンポーネントをリストします。以下
のものが含まれます。
– 列。入力リンクおよび出力リンクにある列。
– パラメーター。ユーザーが定義した任意のジョブ・パラメーター。
– 変数。「変数」タブで定義した任意のステージ変数、および、組み込み変数 ENDOFDATA および
SQLCA.SQLCODE。
– SQL 構文。利用可能な SQL 構文。 SQL ステートメント定義については、 120 ページの『SQL 構
文』 を参照してください。
– ビルトイン・ルーチン。データ・タイプ変換、日付と時間、論理、数値、およびストリング関数を含
む SQL3 関数。
– 定数。CURRENT_DATE、 CURRENT_TIME、 CURRENT_TIMESTAMP、 HIGH_VALUES、
LOW_VALUES、 X、および NULL を含む、組み込み定数。
InfoSphere DataStage における、組み込み変数、関数、および定数の定義については、 197 ページの
『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。
v ビジネス・ルール・エディター。ユーザーが定義したビジネス・ルールを表示します。ビジネス・ルー
ルは、SQL ステートメントのリスト (セミコロンで終わる SQL ステートメントのシーケンス) で構成
されます。コメントは /* で始まり、*/ で終わる必要があります。
v 演算子。算術計算、論理演算、リレーショナル演算、およびストリング結合演算子を含む、利用可能な
演算子を表示します。演算子の定義については、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照
してください。
v 状況。ビジネス・ルール・ロジックの中で検出された構文エラーまたは意味エラーについての状況メッ
セージを表示します。「ビジネス・ルール・エディター」テキスト・ボックスで構文エラーをダブルク
リックして、エラーの位置を強調表示できます。
ビジネス・ルールを作成するには、次のように、2 つの方法があります。
v 「ビジネス・ルール・エディター」テキスト・ボックスに直接入力します。「テンプレート」ペインお
よび「オペレーター」ペインからアイテムを選択するかドラッグすることによって、コード・フラグメ
ントを挿入できます。ショートカット・メニューで、切り取り、コピー、貼り付け、削除、すべて選
択、および置換などの標準の編集機能が利用可能です。これらの機能には、ボックス内の任意の場所を
右クリックすることによってアクセスできます。
v 「構築ルール」をクリックして、SET ステートメントおよび INSERT ステートメント (制約があれば、
それも含む) を自動的に生成し、入力列を出力列にマッピングします。「ルール」ページが開きます。こ
のページで、入力列、出力列、ステージ変数 (存在する場合) の間のマッピングを定義します。
列マッピングを定義するには、ドラッグ・アンド・ドロップ処理を使用するか、「自動マッチング」ボ
タンをクリックして、名前または位置に基づいて列をマッピングします。また、出力列またはステージ
変数のとなりの「出力仕様」セルをダブルクリックし、式エディターを使用して、出力仕様式を作成で
きます。式エディターの使用について詳しくは、 182 ページの『式の定義』 を参照してください。
「コメント」ページをクリックして「ビジネス・ルール・エディター」ペインに挿入したいコメントを
入力します。
マッピングが定義されると、「ビジネス・ルール・エディター」テキスト・ボックス内のカーソル位置
に、必要な SET ステートメントおよび INSERT ステートメントが表示されます。別のセットのマッピ
ングを定義するには、「構築ルール」ボタンを再びクリックします。既に定義されているマッピングは
表示されません。
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ビジネス・ルールが作成されたら、「検証」をクリックして、ビジネス・ルールの構文とセマンティクスの
確認を行います。エラーがあれば、「状況」ペインに表示されます。
出力列は、最初の入力行が処理される前に、NULL に初期化されます。ビジネス・ルール・ロジックが、
ある入力行の出力列に、ある値を割り当てている場合、その列は、別の値が再割り当てされるまで、後続の
行での使用のためにその値を保存します。
「列プッシュ・オプション」がデザイナー・クライアント・オプションで選択されていて、ユーザーが、
「定義」タブでロジックをなにも指定せずに Business Rule ステージを閉じた場合、ステージは自動的にビ
ジネス・ルール・ロジックを生成して、すべての入力リンク列をすべての出力リンクにコピーします。

SQL 構文
「定義」タブでビジネス・ルール・ロジックを定義すると、「テンプレート」ペイン内の多くの SQL 構文
から選択が可能になります。表 12 には、これらの SQL 構文の構文記述とセマンティック・ルールの説明
があります。
表 12. SQL 構文
名前

説明

BEGIN END Block

ステートメントをグループ化します。編成ツールとしての役で作動し、ビジネス・
ルール・ロジックには影響しません。
構文:
[<beginning label>:] BEGIN <block body> END [<ending label>]
block body is an SQL statement list
セマンティック・ルール:
ブロック・ラベルは、ブロックに名前をつける SQL 識別子です。ブロック・ラベ
ルはオプションです。終了ラベルが指定される場合は、開始ラベルに一致する必要
があります。

SET ステートメント

式を評価し、結果を変数または出力リンク列に割り当てます。
構文:
SET <target> = <source>
target is an output link column or a variable
source is an expression or NULL
セマンティック・ルール:
ソースとターゲットのデータ・タイプが一致しない場合は、割り当ての前に、ソー
スが自動的にターゲットのデータ・タイプ変換されます。ソースがターゲットのデ
ータ・タイプに変換できない場合、エラーになります。サポートされている変換
は、CAST 関数でサポートされているものと同じです。 CAST 関数について詳し
くは、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。

120

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

表 12. SQL 構文 (続き)
名前

説明

INSERT ステートメント

列を出力リンクに沿って送信します。
構文:
INSERT INTO <output link>
セマンティック・ルール:
ビジネス・ルールには、それぞれの出力リンクごとに、少なくとも 1 つの
INSERT ステートメントがなければなりません。データが正常に出力リンクに書き
込まれたことを検証するには、INSERT ステートメントの後の変数
SQLCA.SQLCODE を確認します。ゼロ以外の値はエラーを表します。

DISPLAY ステートメント

値を SYSPRINT スプーラーに書き込みます。
構文:
DISPLAY (<value list>)
value list is <expression> [,<expression>]...
セマンティック・ルール:
式の値が SYSPRINT スプーラーに左から右に 1 行に書き込まれ、復帰で終了し
ます。文字以外の値は、VARCHAR に変換された場合と同じように表示されま
す。

IF ステートメント

SQL ステートメントの条件付き実行を許可します。
構文:
IF <condition>
condition is a
THEN clause is
ELSE clause is

<THEN clause> [<ELSE clause>] END IF
comparison whose value determines the program flow.
the statement to be executed if the condition is true.
the statement to be executed if the condition is false.

セマンティック・ルール:
出力条件はブール式でなければなりません。出力条件が評価されて TRUE になる
場合は、ビジネス・ルールは、SQL ステートメントを THEN 節で実行します。出
力条件が評価されて FALSE または UNKNOWN (NULL) になる場合、ビジネ
ス・ルールは、SQL ステートメントを ELSE 節 (ある場合) で実行します。
LOOP ステートメント

LEAVE ステートメントが実行されてループが終了されるまで、ループ本体を繰り
返し実行します。
構文:
<beginning label> : LOOP <loop body> END LOOP [<ending label>]
loop body is an SQL statement list
セマンティック・ルール:
ループ・ラベルは、ループに名前をつける SQL 識別子です。終了ラベルはオプシ
ョンです。終了ラベルが指定される場合は、開始ラベルに一致する必要がありま
す。ループ本体に、LEAVE ステートメントが入っていなければなりません。
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表 12. SQL 構文 (続き)
名前

説明

LEAVE ステートメント

ループを終了します。
構文:
LEAVE <loop label>
loop label is an SQL identifier that gives a name for a loop
セマンティック・ルール:
LEAVE ステートメントは、ループ本体で使用しなければなりません。このステー
トメントによってループが終了し、END LOOP に続くステートメントでプログラ
ム実行が再開されるようにします。 ループ・ラベルは、LEAVE ステートメント
が入っている、最も近い LOOP ステートメントのラベルに一致する必要がありま
す。

COMMIT ステートメント

ジョブの中のリレーショナル表に対して行われた挿入、更新、および削除をすべて
コミットします。
構文:
COMMIT
セマンティック・ルール:
COMMIT ステートメントを使用するには、ジョブに、ターゲット Relational ステ
ージまたは Teradata Relational ステージがなければなりません。

ROLLBACK ステートメント

最後の COMMIT ステートメント以降に、ジョブ内のリレーショナル表に対して
行われた挿入、更新、および削除をすべてキャンセルします。
構文:
ROLLBACK
セマンティック・ルール:
ROLLBACK ステートメントを使用するには、ジョブに、ターゲット Relational ス
テージまたは Teradata Relational ステージがなければなりません。

EXIT ステートメント

暗黙 COMMIT を実行し、状況を表示してジョブを終了します。
構文:
EXIT (<status>)
セマンティック・ルール:
終了状況は、整数式でなければなりません。その値はオペレーティング・システム
に戻されます。

ビジネス・ルール入力データの定義
入力リンクにあるデータは、ジョブ・デザインの中の前のステージから Business Rule ステージに渡されま
す。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、「Business Rule ステージ」ダイアログ・
ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
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v 入力名。Business Rule ステージへの入力リンクの名前。 1 つの入力リンクしか許可されないので、リ
ンク名は読み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。ステージに書き込まれるデータの列定義を表示するグリッドが入ります。 このグリッドには以下の
列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
Business Rule ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク
上のステージに戻る必要があります。

ビジネス・ルール出力データの定義
Business Rule ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が
「Business Rule ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。出力リンクが 1 つしかない場合、このフィールドは読み取り専用になりま
す。複数の出力リンクがある場合は、編集したい出力リンクをリストから選択してください。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。出力リンクにあるデータの列定義が入ります。 このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「ロード」をクリックして、リポジトリーの表定義から列を選択してロードします。また、列定義を
手動で入力し、「名前を付けて保存...」をクリックして、列定義を表定義、CFD ファイル、または
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DCLGen ファイルとして保存できます。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。
列定義の編集について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してくださ
い。

External Routine ステージ
以下のトピックでは、InfoSphere DataStage MVS Edition の外側のライブラリーにある COBOL サブルー
チンを呼び出すための External Routine ステージについて説明します。 External Routine ステージを編集
する前に、まず、ルーチンを InfoSphere DataStage リポジトリーに定義する必要があります。

メインフレーム・ルーチンの処理
メインフレーム・ジョブでは、ルーチンを使用すると、ユーザーの環境に固有の複雑な処理または機能を、
InfoSphere DataStage 生成の COBOL プログラムに取り込むことができます。外部ルーチンの考えられる使
用方法には、InfoSphere DataStage MVS エディションでサポートされていないデータベース・タイプへの
インターフェースである統計分析プログラムへの呼び出し、または、専門化された関数を実行する既存の
COBOL プログラムへの呼び出しが含まれます。そのようなルーチンは、COBOL、アセンブラー、または
C などの、COBOL プログラムから呼び出しできる任意の言語で作成できます。
メインフレーム・ルーチンを作成、表示、または編集するには、「メインフレーム・ルーチン」ダイアロ
グ・ボックスを使用します。このダイアログ・ボックスには、外部ルーチンで使用するページが 3 つ、す
なわち、「全般」、「作成者」、および「引数」があります。
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスには、以下のように、ボタンが 3 つあります。
v 閉じる。「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある場合、
保存するようにプロンプトが出されます。
v 保存。ルーチンを保存します。
v ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。

外部ルーチンの作成
外部ルーチンを作成できます。

手順
1. 以下のいずれかの方法で「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを開きます。
v

メインメニューで「ファイル」 > 「新規」 と選択するか、ツールバーで「新規」ボタンをクリッ
クします。「新規」ダイアログ・ボックスが表示されます。「ルーチン」フォルダーをクリックし、
「メインフレーム・ルーチン」アイコンを選択し、「OK」をクリックします。

v リポジトリー・ツリーで「ルーチン」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニューから
「新規」 > 「メインフレーム・ルーチン」を選択します。
2. 「全般」ページで、外部ソース・ルーチンについての一般情報を、次のように指定します。
a. ルーチン名。関数またはサブルーチンの名前 (最大 8 文字) を入力します。メインフレーム用語で
は、ルーチン名は、ロード・ライブラリーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーのエントリ
ー・ポイントの名前です。ライブラリー・メンバーには、別の名前を持つ別のエントリー・ポイント
も入れることができます。ルーチン名は、「動的呼び出し」が選択されている (デフォルト) 場合
は、外部サブルーチン名に一致する必要があり、「外部サブルーチン名」フィールドに自動的に表示
されます。
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b. タイプ。ルーチンのタイプ、このケースでは「外部ルーチン」を選択します。 (外部ソース・ルーチ
ンの説明は 82 ページの『External Source ステージ』 にあります。外部ターゲット・ルーチンの詳
細説明は 91 ページの『External Target ステージ』 にあります。)
c. 外部サブルーチン名。サブルーチンまたは関数のエントリー・ポイントが入ったロード・ライブラリ
ーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーの名前を入力します。動的呼び出しが選択されてい
る場合は、外部サブルーチン名はルーチン名に一致する必要があります。呼び出し方式が静的な場
合、2 つの名前が一致する必要はありません。
d. 呼び出し方式。ルーチンの呼び出し方式を選択します。動的呼び出しでは、実行時にルーチンを呼び
出します。静的呼び出しでは、プログラムの中にルーチンを埋め込みます。動的がデフォルトです。
e. ライブラリー・パス。ルーチン・メンバーが入っているライブラリーのパス名を入力します。 JCL
拡張変数を使用できます。静的呼び出しの場合、このフィールドは必須です。
f. 説明 (略記)。ルーチンの要旨を入力します (オプション)。このフィールドに入力されたテキスト
は、External Routine ステージ・エディターに表示されます。
g. 説明 (すべて)。ルーチンの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 「作成者」ページをクリックして、ルーチンの作成者およびバージョン番号についての情報を指定しま
す。これには、以下のものが含まれます。
a. ベンダー。ルーチンを作成した会社の名前を入力します。
b. 作成者。ルーチンを作成した作成者名を入力します。
c. バージョン。ルーチンのバージョン番号を入力します。これは、ルーチンがインポートされるときに
使用されます。「バージョン」フィールドには、例えば 2.0.0 のような 3 つの部分からなるバージ
ョン番号が入ります。この番号の最初の部分は、ルーチンと InfoSphere DataStage システムとの間の
互換性を確認するために使用される内部番号で、変更できません。この番号の 2 番目の部分はリリ
ース番号を表します。この番号は、ルーチンの定義や基礎のコードに大きな変更が行われたときに増
分されます。ルーチンの新しいリリースは、前のリリースがある場合、そのすべてを置き換えます。
ルーチンを使用するジョブは、すべて新規リリースを使用します。この番号の最後の部分は、小さい
変更や修正が行われたときの中間リリースを表します。
d. 著作権。著作権情報を入力します。
4. 「引数」ページをクリックして、ルーチン引数を定義します。メインフレームの外部ルーチンでは、引
数はオプションです。ルーチン引数を定義するには、以下の 2 つの方法があります。
v 既存のルーチンから引数をロードするには、「ロード...」をクリックします。
v 新規引数を作成するには、「引数」ページ・グリッドに直接入力するか、あるいは、COBOL 属性を
指定する必要がある場合は、以下のいずれかの方法で「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・
ボックスを開きます。
– 列領域で右クリックし、ショートカット・メニューで「行の編集...」を選択します。
– Ctrl-E を押します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの上部ペインには、「引数」グリッドに表
示されているものと同じフィールドが入っています。定義するそれぞれの引数ごとに、以下の情報
を指定します。
– 引数名。ルーチンに渡す引数の名前を入力します。
– 入出力タイプ。データを渡す検索方向を選択します。 3 つのオプションがあります。
入力。値がデータ・ソースから外部ルーチンに渡されます。値が、入力行エレメントにマッピング
されます。
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出力。値が、外部ルーチンからステージに戻されます。値が出力列にマッピングされます。
両方。値がデータ・ソースから外部ルーチンに渡され、外部ルーチンからステージに戻されます。
値が入力行エレメントにマッピングされ、さらに、後で出力列にマッピングされます。
– ネイティブ・タイプ。リストから、引数値のネイティブ・データ・タイプを選択します。
– 長さ。引数の長さまたは精度を表す数値を入力します。
– スケール。引数が数値の場合は、小数点以下の桁数を定義する数字を入力します。
– 説明。引数の説明 (オプション) を入力します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部のペインに、デフォルトで、
「COBOL」ページが表示されます。このページを使用して、メインフレーム引数に必要な
COBOL 情報を指定します。
– USAGE。リストから、COBOL USAGE 節を選択します。これによって、列が読み取られる際の
COBOL フォーマットが指定されます。これらの形式は「ネイティブ・タイプ」フィールドの形式
にマッピングされ、1 つの形式を変更すると、通常、その他の形式も変更されます。取りうる値は
次のとおりです。
COMP。BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-1。単精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-2。倍精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-3。パック 10 進数、DECIMAL ネイティブ・タイプで使用されます。
COMP-5。NATIVE BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
DISPLAY。ゾーン 10 進数、DISPLAY_NUMERIC または CHARACTER ネイティブ・タイプで
使用されます。
DISPLAY-1。2 バイト・ゾーン 10 進数、GRAPHIC_G または GRAPHIC_N で使用されます。
– SIGN インジケーター。リストから「符号付き」またはブランクを選択し、引数が符号付きか符号
なしかを指定します。デフォルトは、数値データ・タイプの場合は「符号付き」、その他のすべて
のタイプの場合はブランクです。
– SIGN オプション。引数が符号付きである場合は、リストから、「データ内での符号の位置」を選
択します。次のいずれかを選択します。
LEADING。符号はストレージの最初のバイトです。
TRAILING。符号はストレージの最後のバイトです。
LEADING SEPARATE。符号はストレージの先頭に追加された別個のバイトの中にあります。
TRAILING SEPARATE。符号はストレージの末尾に追加された別個のバイトの中にあります。
「LEADING SEPARATE」または「TRAILING SEPARATE」を選択すると、列のストレージ長
が 1 バイト長くなります。
– SYNC インジケーター。リストから「SYNC」またはブランクを選択し、引数が
COBOL-SYNCHRONIZED 節かどうかを指示します。デフォルトはブランクです。
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– ストレージ長。引数のバイト単位でのストレージ長を、定義されているとおりに指定します。この
フィールドは取得されたもので編集できません。
– ピクチャー。引数定義から取得された COBOL PICTURE 節が示されます。これは、編集できませ
ん。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部にあるボタンを使用して、引数の追
加や編集を続行するか、保存して閉じることができます。次のボタンがあります。
– 「< 戻る」および「次へ >」。直前の引数または次の引数のメタデータを表示します。これらのボ
タンは、直前の引数または次の引数が存在する場合にのみ利用可能になります。現在の引数に未保
存の変更がある場合は、閉じる前に保存するかどうかプロンプトが出ます。
– 閉じる。「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある
場合、保存するようにプロンプトが出されます。
– 適用。現行の引数に対する変更を保存します。
– リセット。最後に変更を適用した時点以降の、引数に加えられた変更をすべて削除します。
– ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。
5. 完了したら、「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで、「保存」をクリックします。ル
ーチン定義が保存されるリポジトリー内のフォルダー・パスを指定するようプロンプトが出されます。

ルーチンの表示と編集
このタスクについて
サブルーチン定義の表示と編集を「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで行うことができま
す。以下のいずれかの方法で、このダイアログ・ボックスを開きます。
v リポジトリー・ツリー内のルーチンをダブルクリックします。
v リポジトリー・ツリー内でルーチンを選択し、次に、メインメニューで「リポジトリー」 > 「プロパテ
ィー」と選択します。
v リポジトリー・ツリー内のルーチンを右クリックし、ショートカット・メニューで「プロパティー」を
選択します。
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスで、フィールドおよびオプションのどれでも編集でき
ます。変更を行った場合は、必ず変更を保存してからこのダイアログ・ボックスを閉じてください。

ルーチンのコピー
このタスクについて
ルーチンのコピーは、次の 2 とおりの方法で実行できます。
v ルーチンをリポジトリー・ツリーで選択し、「リポジトリー」 > 「コピーの作成」と選択します。
v ルーチンをリポジトリー・ツリーで右クリックし、ショートカット・メニューで「コピーの作成」を選
択します。
ルーチンがコピーされ、新規ルーチンがリポジトリー・ツリーの同じフォルダーの中に作成されます。デフ
ォルトでは、コピーの名前は CopyOfXXX になります。ここで XXX は選択されたルーチンの名前です。編
集ボックスを使用して、直ちにコピーの名前変更を実行してください。
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ルーチンの名前の変更
このタスクについて
既存ルーチンの名前の変更は、以下のいくつかの方法で実行できます。
v リポジトリー・ツリーでルーチンをダブルクリックして、「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・
ボックスを開きます。「ルーチン名」フィールドを編集し、「保存」をクリックし、次に、「閉じる」
をクリックします。
v リポジトリー・ツリーでルーチンを選択し、再びクリックします。編集ボックスで、新しい名前を入力
するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をクリックして、名前を保
存します。
v ショートカット・メニューでルーチンを右クリックし、「名前の変更」を選択します。編集ボックス
で、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をク
リックして、名前を保存します。
v リポジトリー・ツリーでルーチンを選択し、「リポジトリー」 > 「名前の変更」と選択します。編集ボ
ックスで、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外
側をクリックして、名前を保存します。
ルーチンの名前の変更を行うときに呼び出し方式が動的である場合は、外部サブルーチン名は、ルーチン名
に一致するように自動的に設定されます。

External Routine ステージの使用
External Routine ステージは、1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクだけを使用します。入力リンク
は、ソース・ステージまたは処理ステージから来ることができ、出力リンクは、処理ステージまたはターゲ
ット・ステージに行くことができます。それぞれの External Routine ステージは、1 つのルーチンしか呼
び出せません。
External Routine ステージを編集すると、「External Routine 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 3 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページには
「全般」タブがあり、ステージの説明 (オプション) が表示されます。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義を指定します。このページには「ルーチン・マッピング」タブがあ
り、ユーザーは、このタブで入力列と入力引数との間のマッピングを定義します。「マッピング」タブ
は、ユーザーが、入力列、出力引数、および出力列の間のマッピングを定義するタブです。
「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。

外部ルーチン入力データの定義
このステージを使用して送信されるデータは、単一入力リンクを使用して、ジョブ・デザイン内の前のステ
ージから External Routine ステージに渡されます。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説
明が、「External Routine ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。External Routine ステージへの入力リンクの名前。 1 つの入力リンクしか許可されないので、
リンク名は読み取り専用になります。
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v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。デフォルトで表示されます。ステージに書き込まれるデータの列定義を表示するグリッドが入りま
す。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
External Routine ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リン
ク上のステージに戻る必要があります。

外部ルーチン出力データの定義
External Routine ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が
「External Routine ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。デフォルトで表示されます。このタブを使用すると、呼び出すルーチンを選択し、リンクの説明
(オプション) を入力できます。ここには、以下のフィールドがあります。
– ルーチン名。ルーチンの名前。リストに、ユーザーが選択したフォルダーに保存されているすべての
ルーチンが表示されます。
– レコードとして引数を渡す。ルーチン引数を単一レコードとして、それぞれを 01 レベルで渡すに
は、このチェック・ボックスを選択します。
– ルーチンの説明。ルーチンの読み取り専用の説明を、リポジトリーに定義されているとおりに表示し
ます。
v ルーチン・マッピング。入力列の入力引数へのマッピングを指定します。このタブは、「全般」タブで
ルーチンを選択すると利用可能になります。ルーチンのマッピングの定義について詳しくは、 130 ペー
ジの『ルーチンとデータのマッピング』 を参照してください。
v マッピング。入力列と出力引数の出力列へのマッピングを指定します。マッピングの定義について詳し
くは、 130 ページの『ルーチンとデータのマッピング』 を参照してください。
v 列。出力リンクにあるデータの列定義が入ります。 このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
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– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力し
て「名前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイル
として保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集につい
て詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。

ルーチンとデータのマッピング
External Routine ステージで実行できるマッピングには、2 つのセットがあります。最初のセットは、入力
列から入力引数へのマッピングを定義し、「ルーチン・マッピング」タブで実行されます。 2 番目のセッ
トは、入力列と出力引数から出力列へのマッピングを定義し、「マッピング」タブで実行されます。
「ルーチン・マッピング」タブは、ユーザーが「全般」タブで選択したルーチンに、入力または両方という
入出力タイプの引数が入っている場合にのみ利用可能になります。このページは 2 つのペイン、すなわ
ち、入力列 (および定義されているすべてのジョブ・パラメーター) 用の左のペイン、および入力引数用の
右のペインに分けられており、両ペイン間の関係を表示します。
「マッピング」タブも同様に 2 つのペインに分けられています。左のペインには、入力列、出力または両
方という入出力タイプを持つルーチン引数、および、定義済みのすべてのジョブ・パラメーターが表示され
ます。右のペインには、出力列が表示されます。外部ルーチンで使用していない値をステージを介して単に
移動する場合は、入力列を出力列にマッピングします。マッピングを定義するにしたがい、関係行が 2 つ
のペインの間に表示されます。
デザイナー・クライアント・オプションで「列プッシュ・オプション」が選択されている場合に、ユーザー
が、「マッピング」タブを編集せずに「ステージ」ページで「OK」をクリックすると、InfoSphere
DataStage が出力列を自動的に作成し、入力列から出力列へのマッピングを定義します。既存の出力引数は
マッピングされません。
「ルーチン・マッピング」タブおよび「マッピング」 タブの両方で、2 つのペインの間のスプリッター・
バーをドラッグして、ペインのサイズを互いに変更できます。垂直スクロール・バーを使用して、列リスト
およびペインのビューを上下にスクロールできます。
マッピングの定義は、「ルーチン・マッピング」タブおよび「マッピング」タブで、以下の 2 つの方法で
行うことができます。
v ドラッグ・アンド・ドロップ。この方法は、引数または列が、入力列または引数から直接取得されるこ
とを指定します。詳しくは、 131 ページの『ドラッグ・アンド・ドロップの使用』 を参照してくださ
い。
v 自動マッチング。この方法は、名前または位置に基づいて、出力列の出力仕様を、一致する入力列から
自動的に設定します。詳しくは、 132 ページの『列自動マッチングの使用』 を参照してください。
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出力仕様の式は、「ルーチン・マッピング」タブまたは「マッピング」タブでは指定できません。データ形
式変更を実行する必要がある場合は、Transformer ステージをジョブ・デザインの別の場所に追加する必要
があります。
マッピングが定義されるにつれて、出力列の名前が赤から黒に変わります。関係行が、「ルーチン・マッピ
ング」タブの入力列と入力引数の間、または、「マッピング」タブの入力列または出力引数と出力列の間に
引かれます。
検索機能:
このタスクについて
複雑なジョブで作業をしている場合、特定の列や式を見つけるのに役立つ検索機能があります。
この検索機能を使用する手順を次に示します。
手順
1. 以下のいずれかの方法で「検索」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「マッピング」タブで「検索」をクリックします。
v リンクのショートカット・メニューで「検索」を選択します。
2. 次のタブのどちらかをクリックします。
v 列名。特定の列を検索できます。
v 式テキスト。出力列の式の中に、特定のストリングのオカレンスを見つけることができます。
3. 「リンク名」リストでリンクを選択します。 (式テキストの検索は、出力リンクでのみ行うことができ
ます。)
4. 「検索文字列」フィールドに検索対象のテキストを入力します。
5. オプション: 「大/小文字を区別」チェック・ボックスおよび「完全に一致する文字列」チェック・ボッ
クスを選択して、検索の幅を狭くします。
6. オプション: 「式テキスト」タブで、「空の式」を選択して、次の空の式を検索します。
ドラッグ・アンド・ドロップの使用:
このタスクについて
マッピングを指定する簡単な方法は、「ルーチン・マッピング」タブおよび「マッピング」タブのドラッ
グ・アンド・ドロップ機能を使用する方法です。入力リンクから出力リンクに列をドラッグして、それぞれ
のマッピングを定義できます。
ドラッグ・アンド・ドロップを使用するには、次のようにします。
手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。
タスクの結果
また、リンクの名前を表示しているタイトル・バーをクリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウ
ス・ポインターをターゲット・リンク内の最初の「出力仕様」セルにドラッグできます。これによって、位
置に基づいて、すべての入力列が出力列にマッピングされます。
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列自動マッチングの使用:
このタスクについて
列自動マッチング機能を使用すると、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生できるよう自動
的に設定できます。
自動マッチングを使用する手順を次に示します。
手順
1. 「マッピング」タブの「自動マップ」をクリックして、「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを
開きます。
2. 「マッチング・タイプ」領域で「位置マッチング」または「名前マッチング」をクリックします。
「位置マッチング」をクリックした場合、対応する位置の入力リンク列に出力列の出力仕様が設定され
ます。最初の入力リンクの列が最初の出力リンクの列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
「名前の一致」をクリックした場合は、次のように、入力列および出力列の追加情報を指定する必要が
あります。
v 入力列:
– 「全列マッチング」または「選択列マッチング」。どちらかをクリックして、すべての入力リンク
の列を一致させるか、入力リンクで現在選択されている列だけ一致させるかを指定します。
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 出力列:
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 「大/小文字を区別しない」。名前の一致を調べるときに大/小文字を区別しない場合には、このチェ
ック・ボックスを選択します。この設定は、「無視する接頭部」および「無視する接尾部」設定にも
影響します。例えば、接頭部の IP という文字を無視するよう設定し、「大/小文字を区別しない」を
選択すると、IP および ip が無視されます。
3. 「OK」をクリックして、自動マッチを実行します。
注: 自動マッチでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプが非
互換でも、出力仕様は設定されます。

FTP ステージ
以下のトピックでは、別のマシンにファイルを転送するための FTP (ファイル転送プロトコル) ステージに
ついて説明します。このステージでは、ファイル転送を実行するジョブ制御言語 (JCL) を生成するのに必
要な情報が収集されます。ターゲット・マシンからのファイル・リトリーブはサポートされていません。
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FTP ステージの使用
FTP ステージは後処理ステージで、1 つ以上の入力リンクを使用します。入力リンクは、Fixed-width Flat
File ステージ、DB2 Load Ready ステージ、または、Delimited Flat File ステージから来ます。 FTP ステ
ージでは、出力リンクを使用しません。
FTP ステージを編集すると、「FTP 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページには
「全般」タブがあり、これを使用して、ファイルが転送されるターゲット・マシンの属性を指定できま
す。詳しくは、次の 『ターゲット・マシン属性の指定』 を参照してください。
v 入力。データ入力リンクのファイル名、さらに、宛先ファイルの名前とプラットフォーム・タイプを指
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。

ターゲット・マシン属性の指定
「ステージ」ページの「全般」タブを使用すると、ターゲット・マシンの属性を指定できます。ここには、
以下のフィールドがあります。
v マシン・プロファイル。マシン接続を指定する構成名。リストから、マシン名を選択します。このリス
ト・ボックスには、リポジトリーの「マシン・プロファイル」フォルダーに定義されているすべてのマ
シン・プロファイルが入っています。新規マシン・プロファイルの作成について詳しくは、 192 ページ
の『マシン・プロファイルの作成』 を参照してください。
既存マシン・プロファイルの情報を変更する場合、その変更は FTP ステージ内でのみ使用され、保存さ
れているプロファイルに伝搬されません。
v ファイル交換方式。使用するファイル転送の方式。 FTP (デフォルト) または Connect:Direct を選択し
ます。
v ホスト名/IP アドレス。ターゲット・マシンの IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。既存のマシン・プ
ロファイルを選択した場合、このフィールドは自動的に埋められます。
v ポート。FTP または Connect:Direct 接続のネットワーク・ポート ID。 デフォルト・ポートは、FTP の
場合は 21、Connect:Direct の場合は 1364 です。
v ユーザー名。ターゲット・システムのログインに使用するユーザー名またはアカウント。既存のマシ
ン・プロファイルを選択した場合、このフィールドは自動的に埋められます。
v パスワード。ターゲット・システムのログインに使用するユーザー名に関連したパスワード。既存のマ
シン・プロファイルを選択した場合、このフィールドは自動的に埋められます。
v 転送モード。ファイル転送モード。転送モードは、入力データ・ファイルの特性に一致しなければなり
ません。すべての入力ファイルは同じモードを使用する必要があり、転送ごとに使用できるのは、1 つ
のモードに限られます。ファイル交換方式に応じて、ユーザー独自の転送モードを指定する、あるい
は、以下のオプションのいずれかを選択できます。
FTP オプションには以下のものがあります。
– ブロック。一連のデータ・ブロックとしてファイルを転送します。ブロックの前には、1 つ以上のヘ
ッダー・バイトが付きます。ここには、記述子コード、およびデータ・ブロックの全体長を示すカウ
ント・フィールドが入っています。
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– 圧縮。ファイルを転送する前に、圧縮します。
– ストリーム。ファイルを、バイトの 1 つのストリームとして転送します。使用される表記のタイプに
制限はありません。レコード構造は許可されます。
Connect:Direct オプションには以下のものがあります。
– 圧縮。テキスト・データまたは単一文字の繰り返しデータを、転送の前に圧縮します。
– 拡張圧縮。データ内に文字の繰り返しストリングがあるか検索し、ストリングをコードに圧縮しま
す。このオプションは、回線の伝送速度に制限がある、CPU が利用可能である、およびデータが反復
しているときに使用します。
v 転送タイプ。ファイル転送タイプ。転送タイプは、入力データ・ファイルの特性に一致しなければなり
ません。すべての入力ファイルは同じタイプを使用する必要があり、転送ごとに使用できるのは、1 つ
のタイプに限られます。ユーザー独自の転送タイプを指定する、あるいは、以下のオプションのいずれ
かを選択できます。
– ASCII。テキスト・ファイルに使用されます。
– EBCDIC。EBCDIC (拡張 2 進化 10 進コード交換コード) (IBM メインフレーム環境でよく使用され
ます) データに使用されます。
– バイナリー。テキスト以外のファイル (プログラム・ファイルやイメージなど) に使用されます。
v FTP サービス。FTP サービス・タイプ。アクティブ FTP サービスは、アクティブな接続で使用され、
一般的に、コマンド処理が必要なときに使用されます。これはデフォルトです。パッシブ・オプション
は、インバウンド通信を許可しないファイアウォールを使用した接続を確立する必要があるときに、利
用可能になります。
v 説明。ステージの説明 (オプション)。

FTP 入力データの定義
入力リンクにあるデータは、ジョブ・デザインの中の前のソース・ステージから FTP ステージに渡されま
す。これらのリンクのプロパティー、ターゲット・プラットフォーム、および、ソースおよび転送先のファ
イル名は、「FTP ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで定義されます。
「入力」ページには、以下のフィールドとタブがあります。
v 入力名。FTP ステージへの入力リンクの名前。「入力名」リストから、編集するリンクを選択します。
このリストには、FTP ステージへの入力リンクのすべてが表示されます。入力リンクが 1 つしかない場
合、このフィールドは読み取り専用になります。
v 全般。入力ファイル名と転送先ファイル名、ターゲット・プラットフォーム、および、リンクの説明 (オ
プション) が表示されます。
– 「ファイル名」フィールドは、読み取り専用で、ジョブ・デザインの中の前のステージから渡される
ファイルの名前を表示します。
– 「転送先ファイル名」フィールドは、ターゲット・システムのファイルの名前を指定するフィールド
です。
– 「移動」フィールドを使用すると、データが転送される先のマシンのタイプを選択できます。デフォ
ルトは「メインフレーム」です。
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Join ステージ
以下のトピックでは、2 つの入力表からのデータを結合して 1 つの出力表を生成するための Join ステー
ジについて説明します。ユーザーは Join ステージを使用して、内部結合、外部結合、および完全結合を実
行できます。
v 内部結合 は、両方の入力表に、一致する列値がある行だけを戻します。不一致の行は廃棄されます。
v 外部結合 は、一致する行がない場合でも、外部表にある行をすべて戻します。 2 つの表のどちらを外
部表とするかは、ユーザーが定義します。
v 完全結合 は、結合条件に一致するすべての行、および、両方の入力表にある不一致の行を戻します。
外部結合または完全結合で戻された不一致の行には、その他のリンクの列に NULL 値があります。

Join ステージの使用
Join ステージでは、2 つの入力リンクと 1 つの出力リンクを使用します。 2 つの入力リンクは、ソー
ス・ステージから来る必要があります。結合されたデータは別の処理ステージまたはパッシブ・ステージに
出力できます。
Join ステージを編集すると、「Join 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 3 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページには
「全般」タブがあり、このタブで、結合仕様を定義し、ステージの説明 (オプション) を入力できます。
「結合タイプ」領域で、内部結合、外部結合、または完全結合のどれを実行するかを選択できます。
「内部結合」がデフォルト・オプションです。
「外部リンク」リストで、外部結合を実行する場合に外部表になる入力リンクを選択します。このリン
クにある列 (1 次リンクと呼ばれる) は、結合に保存されます。内部結合を実行する場合、その他の (選
択されていない) リンク (2 次リンクと呼ばれる) が内部表になり、ここで結合方法が適用されます。
結合を実行するためのアルゴリズムの指定は「結合方法」リストで行います。 4 つのオプションが利用
可能です。
– 自動 結合方法は、ユーザーがステージで指定した情報に基づいて、InfoSphere DataStage によって自
動的に選択されます。これはデフォルト・オプションです。
– ハッシュ。メモリー内のハッシュ・テーブルが 2 次入力表 (つまり、外部リンクとして選択されて
いない 入力リンク) にビルドされます。この技法は、等価結合条件、つまり、1 次リンクにある列
(または列に基づく式) が、2 次リンクにある列 (または列に基づく式) に等しいことを必要としま
す。結合条件には複合等価式も使用できます。
ハッシュ・テーブル・メモリー所要量については、 273 ページの『ハッシュ・テーブルのメモリー所
要量の計算』 を参照してください。
– ネスト。2 次入力表の各行が順次に読み取られて、列値が、1 次入力表の列値に一致しているか判別
されます。
– 2 ファイル・マッチング。1 次および 2 次入力表が、一時に順次に読み取られて列値が一致するか判
別されます。両方の入力表を一致キーでソートする必要があり、また、1 次表に重複があってはなり
ません。
この技法は、等価結合条件、つまり、1 次リンクにある列 (または列に基づく式) が、2 次リンクにあ
る列 (または列に基づく式) に等しいことを必要とします。結合条件には複合等価式も使用できます。
第 5 章 メインフレーム・ジョブ・ステージ
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結合条件に式が入っている場合は、入力表を、式の結果に基づいてソートする必要があります。例え
ば、SUBSTRING 式が指定されている場合、入力表は、列の SUBSTRING 部分に基づいてソートする
必要があります。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義を指定します。このページには「結合条件」タブがあり、ユーザー
は、このタブで結合条件を定義します。「マッピング」タブは、入力列と出力列の間のマッピングを定
義するために使用されます。
「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。

結合入力データの定義
2 つの入力リンクにあるデータが、ジョブ・デザイン内の前のソース・ステージから Join ステージに渡さ
れます。これらのリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、「Join ステージ」ダイアログ・
ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Join ステージへの入力リンクの名前。「入力名」リストから、編集するリンクを選択します。
このリストには、Join ステージへの 2 つの入力リンクが表示されます。
v 全般。入力タイプが表示され、リンクの説明 (オプション) が入っています。「入力タイプ」フィールド
は読み取り専用で、入力リンクが、「ステージ」ページで指定されているように、外部 (1 次) リンクか
内部 (2 次) リンクであるかを示します。
v 列。デフォルトで表示されます。ステージに書き込まれるデータの列定義を表示するグリッドが入りま
す。このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
Join ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク上のステ
ージに戻る必要があります。

結合出力データの定義
Join ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が「Join ステ
ージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
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v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 結合条件。デフォルトで表示されます。結合条件が入ります。結合条件の指定について詳しくは、『結
合条件の定義』 を参照してください。
v マッピング。入力列の出力列へのマッピングを指定します。マッピングの定義について詳しくは、 138
ページの『データのマッピング』 を参照してください。
v 列。出力リンクにあるデータの列定義が入ります。 このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力し
て「名前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイル
として保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集につい
て詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。

結合条件の定義
「結合条件」タブでは、以下に示すように、2 つの入力表にあるデータを結合する方法を指定します。
Table1.SALES_REP_ID = Table2.SLS_REP_NBR

以下のように「結合条件」グリッドを使用して、式を作成します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
v 列。リストから、列を選択します。リストに、両方の入力リンクにある列名が表示されます。
v オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。これらのアイテムの定義につ
いては、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。
v 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用符
で囲みます。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらの列はすべて編集可能です。結合条件をビルドするにしたがい、「結合条件」フィールドに表示され
ます。結合条件は、TRUE または FALSE を返すブール式でなければなりません。式を検証するには、
「検証」をクリックします。エラーが起こった場合は、式を訂正するか、「すべてクリア」をクリックして
始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しくない結合条件は、保存できません。
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式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。結合条件の検証後、重複した括弧があれば削除される場
合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。

データのマッピング
「マッピング」タブは、Join ステージをパススルーする、入力列と出力列の間のマッピングを定義するた
めに使用されます。
このステップは、「列プッシュ・オプション」がデザイナー・クライアント・オプションで選択されている
場合は、バイパスできます。それぞれの出力リンクに対して出力列が自動的に作成され、「OK」をクリッ
クしてこのステージを終了すると、対応する入力列と出力列の間のマッピングが定義されます。
このタブは 2 つのペイン、すなわち、入力リンク (および定義されているすべてのジョブ・パラメーター)
用の左のペイン、および出力リンク用の右のペインに分けられており、列と両ペイン間の関係を表示しま
す。
2 つのペインの間のスプリッター・バーをドラッグして、ペインのサイズを互いに変更できます。垂直スク
ロール・バーを使用して、列リストおよびペインのビューを上下にスクロールできます。
列のマッピングは、「マッピング」タブで、以下の 2 つの方法で定義できます。
v ドラッグ・アンド・ドロップ。この方法は、出力列が入力列から直接取得されることを指定します。詳
しくは、 139 ページの『ドラッグ・アンド・ドロップの使用』 を参照してください。
v 自動マッチング。この方法は、名前または位置に基づいて、出力列の出力仕様を、一致する入力列から
自動的に設定します。詳しくは、 139 ページの『列自動マッチングの使用』 を参照してください。
出力仕様の式は、「マッピング」タブでは指定できません。データ形式変更を実行する必要がある場合は、
Transformer ステージをジョブ・デザインの別の場所に追加する必要があります。
マッピングが定義されるにつれて、出力列の名前が赤から黒に変わります。関係行が、入力列と出力列の間
に引かれます。
検索機能:
このタスクについて
複雑なジョブで作業をしている場合、特定の列や式を見つけるのに役立つ検索機能があります。
この検索機能を使用する手順を次に示します。
手順
1. 以下のいずれかの方法で「検索」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「マッピング」タブで「検索」をクリックします。
v リンクのショートカット・メニューで「検索」を選択します。
2. 次のタブのどちらかをクリックします。
v 列名。特定の列を検索できます。
v 式テキスト。出力列の式の中に、特定のストリングのオカレンスを見つけることができます。
3. 「リンク名」リストでリンクを選択します。 (式テキストの検索は、出力リンクでのみ行うことができ
ます。)
4. 「検索文字列」フィールドに検索対象のテキストを入力します。
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5. オプション: 「大/小文字を区別」チェック・ボックスおよび「完全に一致する文字列」チェック・ボッ
クスを選択して、検索の幅を狭くします。
6. オプション: 「式テキスト」タブで、「空の式」を選択して、次の空の式を検索します。
ドラッグ・アンド・ドロップの使用:
このタスクについて
マッピングを指定する簡単な方法は、「マッピング」タブのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用する方
法です。入力リンクから出力リンクに列をドラッグして、それぞれのマッピングを定義できます。
ドラッグ・アンド・ドロップを使用するには、次のようにします。
手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。
タスクの結果
また、リンクの名前を表示しているタイトル・バーをクリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウ
ス・ポインターをターゲット・リンク内の最初の「出力仕様」セルにドラッグできます。これによって、位
置に基づいて、すべての入力列が出力列にマッピングされます。
列自動マッチングの使用:
このタスクについて
列自動マッチング機能を使用すると、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生できるよう自動
的に設定できます。
自動マッチングを使用する手順を次に示します。
手順
1. 「マッピング」タブの「自動マップ」をクリックして、「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを
開きます。
2. 「マッチング・タイプ」領域で「位置マッチング」または「名前マッチング」をクリックします。
「位置マッチング」をクリックした場合、対応する位置の入力リンク列に出力列の出力仕様が設定され
ます。最初の入力リンクの列が最初の出力リンクの列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
「名前の一致」をクリックした場合は、次のように、入力列および出力列の追加情報を指定する必要が
あります。
v 入力列:
– 「全列マッチング」または「選択列マッチング」。どちらかをクリックして、すべての入力リンク
の列を一致させるか、入力リンクで現在選択されている列だけ一致させるかを指定します。
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
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– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 出力列:
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 「大/小文字を区別しない」。名前の一致を調べるときに大/小文字を区別しない場合には、このチェ
ック・ボックスを選択します。この設定は、「無視する接頭部」および「無視する接尾部」設定にも
影響します。例えば、接頭部の IP という文字を無視するよう設定し、「大/小文字を区別しない」を
選択すると、IP および ip が無視されます。
3. 「OK」をクリックして、自動マッチを実行します。
注: 自動マッチでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプが非
互換でも、出力仕様は設定されます。

結合の例
Join ステージを使用すると、3 つのタイプの結合、すなわち、内部結合、外部結合、および完全結合を実
行できます。以下の例では、それぞれのタイプの結合によって生成されたさまざまな結果を示します。
売上注文に関する情報が入っている表があるとします。各売上注文には、表 13 に示すように、カスタマー
識別番号、製品、および注文の合計が入っています。
表 13. 売上注文
カスタマー ID

製品

注文合計

10

ペイント

$25

20

下塗剤

$15

30

ペイント・ブラシ

$10

30

ローラー

$10

40

壁紙

$50

50

マスキング・テープ

$5

90

たれよけ布

$15

別の表には、表 14 に示すように、詳細なカスタマー情報が入っています。
表 14. カスタマー
カスタマー ID

カスタマー名

市

州

10

AAA Painting

San Jose

California

20

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

30

Mural Art

Sacramento

California

40

Ocean Design Co.

Monterey

California

50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

60

West Coast Interiors

San Francisco

California
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カスタマー識別番号で 2 つの表を突き合わせ、カスタマー情報と売上注文情報を戻す結合条件を指定しま
す。
内部結合は、表 15 に示す結果を戻します。 各表の最後の行が不一致であるため、両方が廃棄されます。
表 15. 内部結合の結果
カスタマー名

市

州

製品

注文合計

AAA Painting

San Jose

California

ペイント

$25

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

下塗剤

$15

Mural Art

Sacramento

California

ペイント・ブラシ

$10

Mural Art

Sacramento

California

ローラー

$10

Ocean Design Co.

Monterey

California

壁紙

$50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

マスキング・テープ

$5

カスタマー表が外部リンクになっている外部結合は、表 16 に示すように、カスタマー表から、一致する 6
行および不一致の行を戻します。不一致の行の製品の列および注文合計の列には NULL 値が入っているこ
とに注意してください。
表 16. 外部結合の結果
カスタマー名

市

州

製品

注文合計

AAA Painting

San Jose

California

ペイント

$25

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

下塗剤

$15

Mural Art

Sacramento

California

ペイント・ブラシ

$10

Mural Art

Sacramento

California

ローラー

$10

Ocean Design Co.

Monterey

California

壁紙

$50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

マスキング・テープ

$5

West Coast Interiors

San Francisco

California

(NULL)

(NULL)

対照的に、完全結合では、結合条件に一致するすべての行、および、両方の入力リンクにある不一致の行を
戻します。結果を 表 17 に示します。
表 17. 完全結合の結果
カスタマー名

市

州

製品

注文合計

AAA Painting

San Jose

California

ペイント

$25

ABC Paint Pros

Portland

Oregon

下塗剤

$15

Mural Art

Sacramento

California

ペイント・ブラシ

$10

Mural Art

Sacramento

California

ローラー

$10

Ocean Design Co.

Monterey

California

壁紙

$50

Smith & Son Painters

Reno

Nevada

マスキング・テープ

$5

(NULL)

(NULL)

(NULL)

たれよけ布

$15

West Coast Interiors

San Francisco

California

(NULL)

(NULL)
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Link Collector ステージ
以下のトピックでは、複数の入力リンクのデータを単一出力リンクに結合するための Link Collector ステ
ージについて説明します。出力リンクの列の数は、それぞれの入力リンクの列の数と同じでなければなりま
せん。入力リンクにあるデータが出力リンクに追加され、列の数が保持され、行数が増やされます。
メインフレームの Link Collector ステージでは、サーバーの Link Collector ステージの場合にするよう
に、コレクション・アルゴリズムを指定することはありません。サーバー・ジョブで用意されているソー
ト/マージ方式を使用してデータを収集する必要がある場合は、Link Collector ステージではなく Join ステ
ージを使用し、2 ファイル・マッチング結合方式を指定してください。メインフレーム・ジョブには、サー
バー・ジョブで用意されているラウンドロビン・データ・コレクション方式に相当するデータ・コレクショ
ン方式はありません。

Link Collector ステージの使用
Link Collector ステージは、複数の入力リンクおよび 1 つの出力リンクを使用します。入力リンクは、ソ
ース・ステージまたは処理ステージから来ることができ、出力リンクは、別の処理ステージまたはターゲッ
ト・ステージに行くことができます。ジョブ・デザインの中の、Link Collector ステージとその他のステー
ジの間の循環関係は許可されません。
Link Collector ステージを編集すると、「Link Collector 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 3 つのページがあります。
v ステージ。ステージ名を表示します。これは編集できます。 このページには「全般」タブがあり、ステ
ージの説明 (オプション) を入力できます。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出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。

リンク・コレクター入力データの定義
Link Collector ステージでは、複数の入力リンクを使用します。これらのリンクのプロパティーおよびデー
タの列定義の説明が、「Link Collector ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページに表示されま
す。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。入力リンクの名前。「入力名」リストから、編集するリンクを選択します。このリストには、
Link Collector ステージへの入力リンクのすべてが表示されます。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。入力リンクにあるデータの列定義を表示するグリッドが入ります。グリッドには次の列がありま
す。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
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– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
Link Collector ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク
上のステージに戻る必要があります。
それぞれの入力リンク上の列の数は同じでなければならず、出力リンク上の列の数に一致していなけ
ればなりません。

リンク・コレクター出力データの定義
Link Collector ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が
「Link Collector ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。出力リンクにあるデータの列定義を表示するグリッドが入ります。 このグリッドには以下の列があ
ります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力し
て「名前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイル
として保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。
出力リンク上の列の数は、それぞれの入力リンク上の列の数と同じでなければなりません。列定義の
編集について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。

データのマッピング
Link Collector ステージでは、入力列は、位置に基づいて自動的に出力列にマッピングされます。データ・
タイプは入力列と出力列の間で変換可能でなければならず、データ変換は自動的に行われます。
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デザイナー・クライアント・オプションで列プッシュ・オプションが選択されたが、出力リンク列が存在し
ない場合は、ユーザーが「OK」をクリックしてステージを終了すると、最初の入力リンクの列から出力列
が自動的に作成されます。
Link Collector ステージによって入力リンクが処理される順序は、ジョブ・デザインによって異なります。
ステージは、通常、別の入力リンクを処理する前に、1 つの入力リンクのすべての行を出力リンクの方向に
送信します。ステージは、入力行を保管しないので、入力行が受け取られると直ちに、その行を出力リンク
の方向に送信します。したがって、行が出力リンクに沿って送信される順序は、行が入力リンクに到着する
順序によって決まります。
データの終わりの行は、正常な入力行として扱われます。複数の入力リンク上にデータの終わりの行がある
場合、データの終わりの行は、それらの行が到着した順序で出力リンクに沿って送信されます。したがっ
て、データの終わりの行は、出力リンクに沿って送信される最後の行になるとはかぎりません。
Link Collector ステージの入力リンクの一部が、共通の Transformer ステージにトレースバックできる場合
に、それらの間にパッシブ・ステージがない場合、これらの入力リンク行が処理される順序は Transformer
ステージ内の出力リンクの順序によって決まります。

Lookup ステージ
以下のトピックでは、テーブル・ルックアップを実行できる Lookup ステージについて説明します。一行
ルックアップは、ルックアップ条件に一致する最初の 1 つの行を戻します。カーソル・ ルックアップは、
ルックアップ条件に一致するすべての行を戻します。 InfoSphere DataStage も、プレルックアップ条件が
真の場合にのみ実行される条件付きルックアップを許可します。

Lookup ステージの使用
Lookup ステージでは、2 つの入力リンクと 1 つの出力リンクを使用します。 1 次入力リンクは、処理ス
テージまたはソース・ステージのどちらから来るものでもかまいません。その他の入力リンク (参照リンク
と呼ばれる) は、ソース・ステージから来なければなりません。参照リンクはデザイナー・クライアント・
キャンバスに点線で表示され、1 次リンクと区別されます。出力データは、別の処理ステージまたはターゲ
ット・ステージに送信されます。
Lookup ステージを編集すると、「Lookup 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 3 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページに
は、以下のように、タブが 3 つあります。
– 全般。ユーザーは、このタブで、ルックアップ仕様を定義し、ステージの説明 (オプション) を入力し
ます。
「ルックアップ・タイプ」領域では、一行ルックアップまたはカーソル・ルックアップのどちらを実
行するかを選択できます。一行ルックアップがデフォルトです。
「ルックアップ・テクニック」リストで、自動ルックアップ・テクニックまたはハッシュ・ルックア
ップ・テクニックのどちらかを選択します。自動ルックアップでは、ユーザーが指定した情報に基づ
いて、InfoSphere DataStage がテクニックを選択します。これはデフォルト・オプションです。ユーザ
ーが「自動」を選択したときに、参照リンクが Relational ステージまたは Teradata Relational ステー
ジである場合、InfoSphere DataStage は、ルックアップ条件をデータベースに渡して処理します。参照
リンクは、VSAM_KSDS ファイル構造を持つ Complex Flat File ステージである場合、可能なところ
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では VSAM START コマンドを使用してファイルのシリアル読み取りを行い、読み取られるレコード
数を減らします。その他のすべてのケースでは、「自動」を選択すると、その結果は、可能な場合は
ハッシュ・ルックアップになり、そうでない場合は、ファイルのシリアル読み取りになります。
ハッシュ・ルックアップは、参照リンク上にビルドされているメモリー内のハッシュ・テーブルを使
用して実行されます。この技法は、1 次リンクにあるフィールドが参照リンクにあるフィールドに等
しい、等価ルックアップ条件でのみ使用できます。ハッシュ・テーブル・メモリー所要量について
は、 273 ページの『ハッシュ・テーブルのメモリー所要量の計算』 を参照してください。
– プレルックアップ条件。条件付きルックアップのためのプレルックアップ条件の指定は、このタブで
行います。プレルックアップ条件の定義について詳しくは、『条件付きルックアップの実行』 を参照
してください。
– ルックアップ条件。ルックアップ式が入ります。ルックアップ条件の指定について詳しくは、 146 ペ
ージの『ルックアップ条件の定義』 を参照してください。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義、および入力列と出力列の間のマッピングを指定します。
「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。

条件付きルックアップの実行
条件付きルックアップは、ルックアップが実行される前に満たされていなければならないプレルックアップ
条件に基づいています。条件付きルックアップでは、ルックアップ・データが必要ないか既に利用可能にな
っている場合に、ユーザーがルックアップの実行をスキップできるようにすることによって、ジョブのパフ
ォーマンスを改善できます。ユーザーの要件を満たす条件付きルックアップの指定について詳しくは、 150
ページの『ルックアップの例』 を参照してください。
Lookup ステージでプレルックアップ条件が指定されない場合は、ルックアップが、1 次入力リンクの各行
に対して、常に実行されます。
プレルックアップ条件は、「ステージ」ページの「プレルックアップ条件」タブで指定されます。「プレル
ックアップ条件失敗時のアクション」リストで、プレルックアップ条件を満たさないデータの処理方法を指
定します。 3 つのオプションがあります。
v 行をスキップ。行がステージから出力されないようにします。
v 前回の値を使用。前回のルックアップの値を出力リンクに送信します。このオプションは、一行ルック
アップでのみ利用可能です。前回のルックアップが失敗したか前回のルックアップがなかった場合、と
られるアクションは、「ルックアップ条件」タブの「ルックアップ条件失敗時のアクション」フィール
ドのユーザーの選択によって決まります。さまざまなオプションの組み合わせによって得られる結果に
ついて詳しくは、 152 ページの表 26 を参照してください。
v NULL で埋める。プレルックアップ条件が失敗した場合、ルックアップ値を NULL に設定した行を、
出力リンクに送信します。
「プレルックアップ条件失敗時のアクション」フィールドのデフォルト値はブランクです。これは、プレル
ックアップ条件が指定されなかった場合にのみ許可されます。
プレルックアップ条件は、式グリッドにある以下フィールドを使用して定義します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
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v 列。1 次入力リンクから列、ジョブ・パラメーター、または、リストから ENDOFDATA 変数を選択し
ます。ENDOFDATA は、1 次入力リンクにある値を参照します。 (この変数の使用について詳しくは、
212 ページの『ENDOFDATA』 を参照してください)。
v オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。これらのアイテムの定義につ
いては、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。
v 列/値。1 次入力リンクから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単
一引用符で囲みます。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらの列はすべて編集可能です。プレルックアップ条件は、ジョブ・パラメーター、定数、および、1 次
入力リンクの列を参照できますが、参照リンクの列を使用できません。式をビルドするにしたがい、式が
「プレルックアップ条件」フィールドに表示されます。
ルックアップ条件は、TRUE または FALSE を返すブール式でなければなりません。式を検証するには、
「検証」をクリックします。エラーが見つかった場合は、エラー・メッセージが表示されます。始めからや
り直すには、「すべてクリア」をクリックします。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。ルックアップ条件の検証後、重複した括弧があれば削除
される場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。

ルックアップ条件の定義
Lookup ステージには、ジョブ・デザインを作成する際の柔軟性があります。一行ルックアップまたはカー
ソル・ルックアップを実行できるほかに、ユーザーの要件によっては、条件付きルックアップも実行できま
す。また、Lookup ステージを使用して入力データの正確性の検証もできます。
ルックアップ式は、「ルックアップ条件」タブで定義されます。「ルックアップ条件失敗時のアクション」
リストで、失敗したルックアップの処理方法のオプションを選択します。 3 つのオプションがあります。
v 行をスキップ。その行をスキップして、次の行に進みます。これはデフォルトです。
v プログラムを中断。プログラムを中止します。
v NULL で埋める。参照リンクの列を NULL 値で埋め、1 次リンクにある行を使用して次のステージに
進みます。
式グリッドにある以下のフィールドを使用して、ルックアップ条件を定義します。
v (. 必要な場合は左括弧を選択します。
v 列。リストから、列を選択します。リストに、両方の入力リンクにある列名が表示されます。
v オペレーター。リストから、オペレーターまたは論理関数を選択します。これらのアイテムの定義につ
いては、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参照』 を参照してください。
v 列/値。リストから列を選択するか、セルでダブルクリックし、値を入力します。文字値は、単一引用符
で囲みます。
v ). 必要な場合は右括弧を選択します。
v 論理。リストから AND または OR を選択し、次の行の式を続行します。
これらの列はすべて編集可能です。ルックアップ式をビルドするにしたがい、ルックアップ式が「ルックア
ップ条件」フィールドに表示されます。ルックアップ条件は、TRUE または FALSE を返すブール式でな
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ければなりません。式を検証するには、「検証」をクリックします。エラーが起こった場合は、式を訂正す
るか、「すべてクリア」をクリックして始めからやり直すか、キャンセルする必要があります。 正しくな
いルックアップ条件は、保存できません。
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。ルックアップ条件の検証後、重複した括弧があれば削除
される場合があります。詳しくは、 209 ページの『オペレーター』 を参照してください。
参照リンクのソート:
参照ファイルに、ルックアップ条件に一致する複数行が入っている場合、ファイルをソートしてから、自動
技法を使用して一行ルックアップを実行してください。 ソートは、ルックアップ条件で使用された列のほ
かに、正しい結果を得るために必要なその他の列に基づいて行う必要があります。 ハッシュ技法を使用す
る場合やカーソル・ルックアップを実行する場合は、参照ファイルのソートは必要ありません。

ルックアップ入力データの定義
1 次リンクおよび参照リンクにあるデータは、ジョブ・デザイン内の前のステージから Lookup ステージ
に渡されます。これらのリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、「Lookup ステージ」ダイ
アログ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Lookup ステージへの入力リンクの名前。「入力名」リストから、編集するリンクを選択しま
す。このリストには、Lookup ステージへの 2 つの入力リンクが表示されます。
v 全般。入力タイプが表示され、リンクの説明 (オプション) が入っています。「入力タイプ」フィールド
は読み取り専用で、入力リンクがストリーム (1 次) リンクか参照リンクであるかを示します。
v 列。デフォルトで表示されます。ステージに書き込まれるデータの列定義を表示するグリッドが入りま
す。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
Lookup ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク上のス
テージに戻る必要があります。

ルックアップ出力データの定義
Lookup ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が「Lookup
ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 3 つのタブがあります。
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v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v マッピング。入力列の出力列へのマッピングを指定します。マッピングの定義について詳しくは、『デ
ータのマッピング』 を参照してください。
v 列。ステージから出力されるデータの列定義が入ります。 このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力し
て「名前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイル
として保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集につい
て詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。

データのマッピング
「マッピング」タブは、Lookup ステージをパススルーする、入力列と出力列の間のマッピングを定義する
ために使用されます。
このステップは、「列プッシュ・オプション」がデザイナー・クライアント・オプションで選択されている
場合は、バイパスできます。それぞれの出力リンクに対して出力列が自動的に作成され、「OK」をクリッ
クしてこのステージを終了すると、対応する入力列と出力列の間のマッピングが定義されます。
このタブは 2 つのペイン、すなわち、入力リンク (および定義されているすべてのジョブ・パラメーター)
用の左のペイン、および出力リンク用の右のペインに分けられており、列と両ペイン間の関係を表示しま
す。
2 つのペインの間のスプリッター・バーをドラッグして、ペインのサイズを互いに変更できます。垂直スク
ロール・バーを使用して、列リストおよびペインのビューを上下にスクロールできます。
列のマッピングは、「マッピング」タブで、以下の 2 つの方法で定義できます。
v ドラッグ・アンド・ドロップ。この方法は、出力列が入力列から直接取得されることを指定します。詳
しくは、 149 ページの『ドラッグ・アンド・ドロップの使用』 を参照してください。
v 自動マッチング。この方法は、名前または位置に基づいて、出力列の出力仕様を、一致する入力列から
自動的に設定します。詳しくは、 149 ページの『列自動マッチングの使用』 を参照してください。
出力仕様の式は、「マッピング」タブでは指定できません。データ形式変更を実行する必要がある場合は、
Transformer ステージをジョブ・デザインの別の場所に追加する必要があります。
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マッピングが定義されるにつれて、出力列の名前が赤から黒に変わります。関係行が、入力列と出力列の間
に引かれます。
検索機能:
このタスクについて
複雑なジョブで作業をしている場合、特定の列や式を見つけるのに役立つ検索機能があります。
この検索機能を使用する手順を次に示します。
手順
1. 以下のいずれかの方法で「検索」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「マッピング」タブで「検索」をクリックします。
v リンクのショートカット・メニューで「検索」を選択します。
2. 次のタブのどちらかをクリックします。
v 列名。特定の列を検索できます。
v 式テキスト。出力列の式の中に、特定のストリングのオカレンスを見つけることができます。
3. 「リンク名」リストでリンクを選択します。 (式テキストの検索は、出力リンクでのみ行うことができ
ます。)
4. 「検索文字列」フィールドに検索対象のテキストを入力します。
5. オプション: 「大/小文字を区別」チェック・ボックスおよび「完全に一致する文字列」チェック・ボッ
クスを選択して、検索の幅を狭くします。
6. オプション: 「式テキスト」タブで、「空の式」を選択して、次の空の式を検索します。
ドラッグ・アンド・ドロップの使用:
このタスクについて
マッピングを指定する簡単な方法は、「マッピング」タブのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用する方
法です。入力リンクから出力リンクに列をドラッグして、それぞれのマッピングを定義できます。
ドラッグ・アンド・ドロップを使用するには、次のようにします。
手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。
タスクの結果
また、リンクの名前を表示しているタイトル・バーをクリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウ
ス・ポインターをターゲット・リンク内の最初の「出力仕様」セルにドラッグできます。これによって、位
置に基づいて、すべての入力列が出力列にマッピングされます。
列自動マッチングの使用:
このタスクについて
列自動マッチング機能を使用すると、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生できるよう自動
的に設定できます。
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自動マッチングを使用する手順を次に示します。
手順
1. 「マッピング」タブの「自動マップ」をクリックして、「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを
開きます。
2. 「マッチング・タイプ」領域で「位置マッチング」または「名前マッチング」をクリックします。
「位置マッチング」をクリックした場合、対応する位置の入力リンク列に出力列の出力仕様が設定され
ます。最初の入力リンクの列が最初の出力リンクの列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
「名前の一致」をクリックした場合は、次のように、入力列および出力列の追加情報を指定する必要が
あります。
v 入力列:
– 「全列マッチング」または「選択列マッチング」。どちらかをクリックして、すべての入力リンク
の列を一致させるか、入力リンクで現在選択されている列だけ一致させるかを指定します。
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 出力列:
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 「大/小文字を区別しない」。名前の一致を調べるときに大/小文字を区別しない場合には、このチェ
ック・ボックスを選択します。この設定は、「無視する接頭部」および「無視する接尾部」設定にも
影響します。例えば、接頭部の IP という文字を無視するよう設定し、「大/小文字を区別しない」を
選択すると、IP および ip が無視されます。
3. 「OK」をクリックして、自動マッチを実行します。
注: 自動マッチでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプが非
互換でも、出力仕様は設定されます。

ルックアップの例
テーブル・ルックアップを使用すると、ソース表の 1 つのコードである値をとって、そのコードに関連し
た情報を、参照表でルックアップできます。例えば、製品に関する情報が入っている表があるとします。そ
れぞれの製品ごとに、サプライヤー・コードがあります。サプライヤー情報が入っている、別の表がありま
す。このケースでは、テーブル・ルックアップを使用して、サプライヤー・コードをサプライヤーの名前に
変換できます。
151 ページの表 18 は、1 次リンク上のサプライヤー・コードの単純な例を示し、 151 ページの表 19 は、
参照リンク上のサプライヤー情報の単純な例を示しています。
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表 18. 1 次リンク
製品

サプライヤー・コード

ペイント

A

下塗剤

B

ペイント・ブラシ

D

壁紙

E

表 19. 参照リンク
サプライヤー・コード

サプライヤーの名前

A

Anderson

B

Brown, C.

B

Brown, M.

C

Carson

E

Edwards

「自動」技法および「行をスキップ」オプションを使用したカーソル・ルックアップは、表 20 に示す結果
を生成します。
表 20. 自動カーソル・ルックアップの結果
製品

サプライヤーの名前

ペイント

Anderson

下塗剤

Brown, C.

下塗剤

Brown, M.

壁紙

Edwards

「ハッシュ」技法および「行をスキップ」オプションを使用したカーソル・ルックアップは、ハッシュ・テ
ーブルがどのようにビルドされているかに応じて、表 21 または表 22 に示す結果を生成します。
表 21. ハッシュ・カーソル・ルックアップの結果 (A)
製品

サプライヤーの名前

ペイント

Anderson

下塗剤

Brown, C.

下塗剤

Brown, M.

壁紙

Edwards

表 22. ハッシュ・カーソル・ルックアップの結果 (B)
製品

サプライヤーの名前

ペイント

Anderson

下塗剤

Brown, M.

下塗剤

Brown, C.

壁紙

Edwards
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「自動」技法および「行をスキップ」オプションを使用した一行ルックアップは、表 23 に示す結果を生成
します。
表 23. 自動一行ルックアップの結果
製品

サプライヤーの名前

ペイント

Anderson

下塗剤

Brown, C.

壁紙

Edwards

「ハッシュ」技法および「行をスキップ」オプションを使用した一行ルックアップは、ハッシュ・テーブル
がどのようにビルドされているかに応じて、表 24 または表 25 に示す結果を生成します。
表 24. ハッシュ一行ルックアップの結果 (A)
製品

サプライヤーの名前

ペイント

Anderson

下塗剤

Brown, C.

壁紙

Edwards

表 25. ハッシュ一行ルックアップの結果 (B)
製品

サプライヤーの名前

ペイント

Anderson

下塗剤

Brown, M.

壁紙

Edwards

一行ルックアップの例で、失敗したルックアップのアクションとして、「行をスキップ」ではなく「NULL
で埋める」オプションを選択していた場合、各表には、製品「ペイント・ブラシ」についてサプライヤーの
名前に NULL が入った行が、もう 1 行生成されたはずです。

条件付きルックアップの例
条件付きルックアップを実行するときは、「プレルックアップ条件失敗時のアクション」フィールド、およ
び「ルックアップ条件失敗時のアクション」フィールドでの選択によって生じた結果を注意深く考慮してく
ださい。ある組み合わせのオプションは、一部のビジネス・ケースにとって意味がない場合があります。
表 26 に、さまざまなオプションの組み合わせによる結果を示します。
表 26. ルックアップが失敗の場合のオプションの組み合わせのアクション
プレルックアップ条件 プレルックアップ条件 前回のルックアップの ルックアップ条件失敗 結果としてとられるア
の結果
失敗時のアクション
結果
時のアクション
クション
TRUE

いずれか

成功

いずれか

ルックアップ

TRUE

いずれか

失敗

行をスキップ

ルックアップ

TRUE

いずれか

失敗

NULL で埋める

ルックアップ

TRUE

いずれか

失敗

プログラムを中断

プログラムを中断

FALSE

行をスキップ

成功

いずれか

行をスキップ

FALSE

行をスキップ

失敗

行をスキップ

行をスキップ

FALSE

行をスキップ

失敗

NULL で埋める

行をスキップ
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表 26. ルックアップが失敗の場合のオプションの組み合わせのアクション (続き)
プレルックアップ条件 プレルックアップ条件 前回のルックアップの ルックアップ条件失敗 結果としてとられるア
の結果
失敗時のアクション
結果
時のアクション
クション
FALSE

行をスキップ

失敗

プログラムを中断

プログラムを中断

FALSE

NULL で埋める

成功

いずれか

NULL で埋める

FALSE

NULL で埋める

失敗

行をスキップ

NULL で埋める

FALSE

NULL で埋める

失敗

NULL で埋める

NULL で埋める

FALSE

NULL で埋める

失敗

プログラムを中断

プログラムを中断

FALSE

前回の値を使用

成功

いずれか

前回の値を使用

FALSE

前回の値を使用

失敗

行をスキップ

行をスキップ

FALSE

前回の値を使用

失敗

NULL で埋める

NULL で埋める

FALSE

前回の値を使用

失敗

プログラムを中断

プログラムを中断

例えば、製品表にないサプライヤー・データを見つけるために、条件付きルックアップを使用するジョブを
デザインするとします。以下のジョブ・デザインに示すように、製品表は Lookup ステージにとって 1 次
リンクになり、サプライヤー・データは参照リンクになります。

ProductData 1 次リンクのデータを 表 27 に示します。列 Supplier_Name に欠落データがあることに注意
してください。
表 27. 1 次リンク
レコード番号

Supplier_Code

Supplier_Name

製品

1

A

Anderson

ペイント

2

B

Brown

ペイント

3

B

Brown

下塗剤
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表 27. 1 次リンク (続き)
レコード番号

Supplier_Code

4

B

ブラシ

5

C

壁紙

6

C

7

D

ペイント

8

D

ワニス

9

E

Edwards

壁紙

10

F

Fisher

ブラシ

11

X

Xcel

染料

12

Z

Zack

下塗剤

13

X

ワニス

14

Z

ブラシ

Supplier_Name

Carson

製品

壁紙

SupplierInfo 参照リンクのデータを 表 28 に示します。
表 28. 参照リンク
Supplier_Code

Supplier_Name

A

Anderson

B

Brown

C

Carson

D

Donner

E

Edwards

F

Fisher

G

Green

Lookup ステージは、サプライヤーの名前が 1 次リンク上でブランクの場合はルックアップが実行され
て、欠落しているサプライヤー情報を埋めるように構成されます。ルックアップ・タイプは一行ルックアッ
プで、ルックアップ・テクニックは自動です。
プレルックアップ条件は、次のとおりです。
ProductData.SUPPLIER_NAME = ’ ’

ルックアップ条件は、次のとおりです。
ProductData.SUPPLIER_CODE = SupplierInfo.SUPPLIER_CODE

次に示すように、Lookup ステージの「マッピング」タブで、1 次リンクにある Supplier_Code 列および
Supplier_Name 列と、参照リンクにある Supplier_Name が、出力リンクにマッピングされます。
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次に、データが Transformer ステージに渡され、ここで、列が出力リンクにマッピングされます。
Supplier_Name の列の出力仕様が、次のように IF THEN ELSE ロジックを使用して正しい出力を決めま
す。
IF LookupOut.SUPPLIER_NAME= ’ ’ THEN
LookupOut.SUPPLIER_NAME_2
ELSE LookupOut.SUPPLIER_NAME
END

言い換えれば、1 次リンクにある Supplier_Name がブランクである場合、出力は、参照リンクにある値に
なります。そうでない場合、これは 1 次リンクにある値になります。
Transformer ステージが次のように表示されます。
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「プレルックアップ条件失敗時のアクション」フィールドおよび「ルックアップ条件失敗時のアクション」
フィールドの選択に応じて、以下の例に示すように、ジョブのルックアップ結果および最終結果の両方が大
きく異なります。

「NULL で埋める」「行をスキップ」の組み合わせ
失敗したプレルックアップ条件に対して指定したアクションが「NULL で埋める」 であり、失敗したルッ
クアップに対するアクションが行をスキップである場合、ルックアップの結果は次のようになります。
表 29. ルックアップの結果
レコード番号

Supplier_Code

Supplier_Name

Supplier_Name_2

1

A

Anderson

(NULL)

2

B

Brown

(NULL)

3

B

Brown

(NULL)

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E
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Carson

Edwards

(NULL)

(NULL)

表 29. ルックアップの結果 (続き)
レコード番号

Supplier_Code

Supplier_Name

Supplier_Name_2

10

F

Fisher

(NULL)

11

X

Xcel

(NULL)

12

Z

Zack

(NULL)

レコードの 1 から 3、6、および 9 から 12 はプレルックアップ条件に失敗しましたが、「NULL で埋め
る」アクションのために、ステージをパススルーしました。これらのレコードでは、Supplier_Name_2 の列
は NULL 値で埋められます。レコード 13 および 14 はプレルックアップ条件をパスしましたが、サプラ
イヤー・コードが一致しないためにルックアップ条件に失敗しました。「行をスキップ」が、失敗したルッ
クアップに対する指定アクションであったため、これらのレコードのどちらも、ステージから出力されませ
ん。
データが Transformer ステージをパススルーした後の最終出力は次のようになります。
表 30. 最終出力
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

A

Anderson

ペイント

B

Brown

ペイント

B

Brown

下塗剤

B

Brown

ブラシ

C

Carson

壁紙

C

Carson

壁紙

D

Donner

ペイント

D

Donner

ワニス

E

Edwards

壁紙

F

Fisher

ブラシ

X

Xcel

染料

Z

Zack

下塗剤

「行をスキップ」「行をスキップ」の組み合わせ
同じデータ、同じプレルックアップ条件、および同じルックアップ条件を使用するが、「失敗したプレルッ
クアップ条件」に対するアクションを「行をスキップ」に変更すると、以下のルックアップ結果になりま
す。
表 31. ルックアップの結果
レコード番号

Supplier_Code

4

B

Brown

5

C

Carson

7

D

Donner

8

D

Donner

Supplier_Name

Supplier_Name_2

1 次リンクからのレコード 1 から 3、6、および 9 から 12 はプレルックアップ条件に失敗し、さらに、
「行をスキップ」アクションのために、パスオンされません。 レコード 4、5、7、および 8 は、プレルッ
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クアップ条件をパスし、正常なルックアップ結果が得られています。レコード 13 および 14 はプレルック
アップ条件をパスしましたが、サプライヤー・コードが一致しないためにルックアップで失敗しました。こ
れらは、失敗したルックアップの場合の「行をスキップ」のために、ステージからの出力としては省略され
ています。
データが Transformer ステージをパススルーした後の最終出力は次のようになります。
表 32. 最終出力
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

B

Brown

ブラシ

C

Carson

壁紙

D

Donner

ペイント

D

Donner

ワニス

「前回の値を使用」「行をスキップ」の組み合わせ
この例では、失敗したプレルックアップ条件に対するアクションは「前回の値を使用」です。 これは、後
続のルックアップからのデータが変わるまで、参照リンクからマッピングされた出力データが繰り返して使
用されることを意味します。このオプションを使用して生成された結果は、1 次リンクの内容と順序によっ
て変わります。前と同様に同じデータを使用した、ルックアップの結果は次のようになります。
表 33. ルックアップの結果
レコード番号

Supplier_Code

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

Donner

10

F

Fisher

Donner

11

X

Xcel

Donner

12

Z

Zack

Donner

Supplier_Name

Supplier_Name_2

Carson

Carson

1 次リンクからのレコード 1 から 3 は、プレルックアップ条件に失敗し、パスオンされていません。これ
は、使用できる前回の値がないこと、および、失敗したルックアップに対するアクションが「行をスキッ
プ」であるからです。 レコード 4、5、7、および 8 は、プレルックアップ条件をパスし、正常なルックア
ップ結果が得られています。レコード 6、および 9 から 12 はプレルックアップ条件に失敗しました。た
だし、レコード 9 から 12 には、「前回の値を使用」アクションのために、結果の Supplier_Name_2 の列
に正しくない値が入っています。 レコード 13 および 14 は、ルックアップ条件に失敗し、アクションが
「行をスキップ」であるために省略されています。
データが Transformer ステージをパススルーした後の最終出力は次のようになります。
表 34. 最終出力
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

B

Brown

ブラシ
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表 34. 最終出力 (続き)
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

C

Carson

壁紙

C

Carson

壁紙

D

Donner

ペイント

D

Donner

ワニス

E

Edwards

壁紙

F

Fisher

ブラシ

X

Xcel

染料

Z

Zack

下塗剤

「前回の値を使用」「行をスキップ」の組み合わせ 2
この例は、1 次リンクのデータが再配列されていることを除き、直前の例と同じです。 4 番目のレコード
が、表 35 に示すように、最初のレコードになっています。
表 35. 1 次リンク
レコード番号

Supplier_Code

1

B

2

A

Anderson

ペイント

3

B

Brown

ペイント

4

B

Brown

下塗剤

5

C

6

C

7

D

ペイント

8

D

ワニス

9

E

Edwards

壁紙

10

F

Fisher

ブラシ

11

X

Xcel

染料

12

Z

Zack

下塗剤

13

X

ワニス

14

Z

ブラシ

Supplier_Name

製品
ブラシ

壁紙
壁紙

Carson

今回、Lookup ステージの結果は、次のようになります。
表 36. ルックアップの結果
レコード番号

Supplier_Code

1

B

2

A

Anderson

Brown

3

B

Brown

Brown

4

B

Brown

Brown

5

C

6

C

Supplier_Name

Supplier_Name_2
Brown

Carson
Carson

Carson
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表 36. ルックアップの結果 (続き)
レコード番号

Supplier_Code

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

Donner

10

F

Fisher

Donner

11

X

Xcel

Donner

12

Z

Zack

Donner

Supplier_Name

Supplier_Name_2

最初のレコードがプレルックアップ条件を満たしたため、ルックアップが正常に実行され、別のルックアッ
プが実行されるまで前回の値が使用されました。最初のルックアップが失敗した場合は、結果は、直前の例
の場合と同じになります。
データが Transformer ステージをパススルーした後の最終出力は次のようになります。
表 37. 最終出力
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

B

Brown

ブラシ

A

Anderson

ペイント

B

Brown

ペイント

B

Brown

下塗剤

C

Carson

壁紙

C

Carson

壁紙

D

Donner

ペイント

D

Donner

ワニス

E

Edwards

壁紙

F

Fisher

ブラシ

X

Xcel

染料

Z

Zack

下塗剤

「前回の値を使用」「NULL で埋める」の組み合わせ
この例では、プレルックアップ条件が失敗した場合のアクションはまだ「前回の値を使用」ですが、ルック
アップ条件が失敗した場合のアクションは「NULL で埋める」に変更されています。 データは、最初の 3
つの例の場合と同じです。ルックアップの結果は、次のようになります。
表 38. ルックアップの結果
レコード番号

Supplier_Code

Supplier_Name

Supplier_Name_2

1

A

Anderson

(NULL)

2

B

Brown

(NULL)

3

B

Brown

(NULL)

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C
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Carson

Carson

表 38. ルックアップの結果 (続き)
レコード番号

Supplier_Code

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

Donner

10

F

Fisher

Donner

11

X

Xcel

Donner

12

Z

Zack

Donner

13

X

(NULL)

14

Z

(NULL)

Supplier_Name

Supplier_Name_2

割り当てる前回の値がないにもかかわらず、レコード 1 から 3 があることに注意してください。これはル
ックアップが失敗した場合のアクションとして、「NULL で埋める」を使用した結果です。また、ルック
アップに失敗したにもかかわらず、レコード 13 および 14 があることに注意してください。これも、
「NULL で埋める」オプションの結果です。
データが Transformer ステージをパススルーした後の最終出力は次のようになります。
表 39. 最終出力
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

A

Anderson

ペイント

B

Brown

ペイント

B

Brown

下塗剤

B

Brown

ブラシ

C

Carson

壁紙

C

Carson

壁紙

D

Donner

ペイント

D

Donner

ワニス

E

Edwards

壁紙

F

Fisher

ブラシ

X

Xcel

染料

Z

Zack

下塗剤

X

(NULL)

ワニス

Z

(NULL)

ブラシ

「NULL で埋める」「NULL で埋める」の組み合わせ
この例では、失敗したプレルックアップ条件および失敗したルックアップ条件の両方に対するアクションは
「NULL で埋める」です。 ルックアップの結果は次のようになります。
表 40. ルックアップの結果
レコード番号

Supplier_Code

Supplier_Name

Supplier_Name_2

1

A

Anderson

(NULL)

2

B

Brown

(NULL)
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表 40. ルックアップの結果 (続き)
レコード番号

Supplier_Code

Supplier_Name

Supplier_Name_2

3

B

Brown

(NULL)

4

B

Brown

5

C

Carson

6

C

7

D

Donner

8

D

Donner

9

E

Edwards

(NULL)

10

F

Fisher

(NULL)

11

X

Xcel

(NULL)

12

Z

Zack

(NULL)

13

X

(NULL)

14

Z

(NULL)

Carson

(NULL)

レコードの 1 から 3、6、および 9 から 12 はプレルックアップ条件に失敗しますが、「NULL で埋め
る」アクションのために、パスオンされます。レコード 4、5、7、および 8 は、プレルックアップ条件を
パスし、正常なルックアップ結果が得られています。レコード 13 および 14 は、プレルックアップ条件を
パスし、ルックアップ条件に失敗し、さらに、「NULL で埋める」アクションのために、ルックアップ条
件が失敗した場合でもパスオンされます。
データが Transformer ステージをパススルーした後の最終出力は次のようになります。
表 41. 最終出力
Supplier_Code

Supplier_Name

製品

A

Anderson

ペイント

B

Brown

ペイント

B

Brown

下塗剤

B

Brown

ブラシ

C

Carson

壁紙

C

Carson

壁紙

D

Donner

ペイント

D

Donner

ワニス

E

Edwards

壁紙

F

Fisher

ブラシ

X

Xcel

染料

Z

Zack

下塗剤

X

ワニス

Z

ブラシ
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Sort ステージ
以下のトピックでは、単一入力リンクからの入力列にソートを実行する Sort ステージについて説明しま
す。ソートされた列は、1 つの出力リンクを介して、処理ステージまたはターゲット・ステージに出力され
ます。

Sort ステージの使用
Sort ステージは、1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクしか使用しません。入力リンクは、ソース・
ステージから来なければなりません。ソートされたデータは、別の処理ステージまたはターゲット・ステー
ジに出力できます。
Sort ステージを編集すると、「Sort 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 3 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表示されます。このステージ名は編集できます。このページには
「全般」タブがあり、ステージの説明 (オプション) を入力できます。
v 入力。データ入力リンクの列定義を指定します。
v 出力。データ出力リンクの列定義を指定します。このページには「ソート」タブがあり、このタブで、
ソートする列を選択し、ソート順序を指定します。「マッピング」タブでは、入力列と出力列の間のマ
ッピングを定義します。
「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。

ソート入力データの定義
ソートされるデータは、単一入力リンクを使用して、ジョブ・デザイン内の前のステージから Sort ステー
ジに渡されます。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義の説明が、「Sort ステージ」ダイアロ
グ・ボックスの「入力」ページに表示されます。
「入力」ページには、以下のフィールドと 2 つのタブがあります。
v 入力名。Sort ステージへの入力リンクの名前。 1 つの入力リンクしか許可されないので、リンク名は読
み取り専用になります。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v 列。デフォルトで表示されます。ステージに書き込まれるデータの列定義を表示するグリッドが入りま
す。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
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Sort ステージでは、入力列定義は読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク上のステ
ージに戻る必要があります。

ソート出力データの定義
Sort ステージからデータを出力するとき、出力リンクのプロパティーおよびデータの列定義が「Sort ステ
ージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義されます。
「出力」ページには、以下のフィールドと 4 つのタブがあります。
v 出力名。出力リンクの名前。1 つの出力リンクしか許可されないので、リンク名は読み取り専用になり
ます。
v 全般。リンクの説明 (オプション) を入れることができます。
v ソート。デフォルトで表示されます。ソートする使用可能な列のリストが入っており、また、ソート順
序を指定します。ソート順序の定義について詳しくは、『データのソート』 を参照してください。
v マッピング。入力列の出力列へのマッピングを指定します。マッピングの定義について詳しくは、 165
ページの『データのマッピング』 を参照してください。
v 列。出力リンクにあるデータの列定義が入ります。 このグリッドには以下の列があります。
– 列名。列の名前。
– SQL タイプ。SQL データ・タイプ。メインフレーム・ジョブでサポートされるデータ・タイプにつ
いて詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング』 を参照してくださ
い。
– 長さ。データの精度。これは、CHAR データの場合は文字数、VARCHAR データの場合は最大文字
数、数値データ・タイプの場合は総桁数、および、TIMESTAMP データのマイクロ秒部分の場合は桁
数です。
– スケール。データのスケール・ファクター。これは、DECIMAL データの場合は小数点の右側の桁
数、その他のすべてのデータ・タイプの場合はゼロです。
– NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
– 説明。列の説明テキスト。
「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、列定義を手動で入力し
て「名前を付けて保存」をクリックし、列定義を表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイル
として保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。列定義の編集につい
て詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編集』 を参照してください。

データのソート
データウェアハウス用のデータ・ソースは、日常の処理を管理するのに能率のよい方法で情報を編成します
が、ビジネス上の判定を行うには役立ちません。例えば、新規従業員についての情報を分析したいとしま
す。従業員データベースのデータには、すべての従業員についての詳細な情報 (従業員番号、部門、ジョ
ブ・タイトル、入社日、教育レベル、給与、および電話番号など) が入っています。データを入社日とマネ
ージャーでソートすると、必要な情報を、より速く入手できます。
Sort ステージを使用すると、要件に合うように、入力リンクにある列をソートできます。ソート仕様は、
「ソート」タブで定義されます。
「使用可能な列」リストから「選択された列」リストへの列の移動は、列名をダブルクリックするか、列名
を強調表示して > をクリックして行えます。すべての列を移動するには、>> をクリックします。「選択
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された列」リストからの単一列の削除は、列名をダブルクリックするか、列名を強調表示して < をクリッ
クすることによって行えます。すべての列を削除するには、<< をクリックします。 どちらかのリストで
特定の列を検索するには、「検索」をクリックします。
ソートする列を「ソート」タブで選択したら、ソート順序を指定してください。「選択された列」リストの
中の各列の隣の「ソート順序」フィールドをクリックします。 次の 2 つのソート・オプションがあるリス
トが表示されます。
v 昇順。これがデフォルト設定です。指定した列の入力データを昇順でソートするには、このオプション
を選択します。
v 降順。指定した列の入力データを降順でソートするには、このオプションを選択します。
ソートされる列の順序を変更するには、「選択された列」リストの右側の矢印ボタンを使用します。最初の
列が 1 次ソート列で、残りの列は従属的にソートされます。

データのマッピング
「マッピング」タブは、Sort ステージをパススルーする、入力列と出力列の間のマッピングを定義するた
めに使用されます。
このステップは、「列プッシュ・オプション」がデザイナー・クライアント・オプションで選択されている
場合は、バイパスできます。それぞれの出力リンクに対して出力列が自動的に作成され、「OK」をクリッ
クしてこのステージを終了すると、対応する入力列と出力列の間のマッピングが定義されます。
このタブは 2 つのペイン、すなわち、入力リンク (および定義されているすべてのジョブ・パラメーター)
用の左のペイン、および出力リンク用の右のペインに分けられており、列と両ペイン間の関係を表示しま
す。
2 つのペインの間のスプリッター・バーをドラッグして、ペインのサイズを互いに変更できます。垂直スク
ロール・バーを使用して、列リストおよびペインのビューを上下にスクロールできます。
列のマッピングは、「マッピング」タブで、以下の 2 つの方法で定義できます。
v ドラッグ・アンド・ドロップ。この方法は、出力列が入力列から直接取得されることを指定します。詳
しくは、 166 ページの『ドラッグ・アンド・ドロップの使用』 を参照してください。
v 自動マッチング。この方法は、名前または位置に基づいて、出力列の出力仕様を、一致する入力列から
自動的に設定します。詳しくは、 166 ページの『列自動マッチングの使用』 を参照してください。
出力仕様の式は、「マッピング」タブでは指定できません。データ形式変更を実行する必要がある場合は、
Transformer ステージをジョブ・デザインの別の場所に追加する必要があります。
マッピングが定義されるにつれて、出力列の名前が赤から黒に変わります。関係行が、入力列と出力列の間
に引かれます。
検索機能:
このタスクについて
複雑なジョブで作業をしている場合、特定の列や式を見つけるのに役立つ検索機能があります。
この検索機能を使用する手順を次に示します。
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手順
1. 以下のいずれかの方法で「検索」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「マッピング」タブで「検索」をクリックします。
v リンクのショートカット・メニューで「検索」を選択します。
2. 次のタブのどちらかをクリックします。
v 列名。特定の列を検索できます。
v 式テキスト。出力列の式の中に、特定のストリングのオカレンスを見つけることができます。
3. 「リンク名」リストでリンクを選択します。 (式テキストの検索は、出力リンクでのみ行うことができ
ます。)
4. 「検索文字列」フィールドに検索対象のテキストを入力します。
5. オプション: 「大/小文字を区別」チェック・ボックスおよび「完全に一致する文字列」チェック・ボッ
クスを選択して、検索の幅を狭くします。
6. オプション: 「式テキスト」タブで、「空の式」を選択して、次の空の式を検索します。
ドラッグ・アンド・ドロップの使用:
このタスクについて
マッピングを指定する簡単な方法は、「マッピング」タブのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用する方
法です。入力リンクから出力リンクに列をドラッグして、それぞれのマッピングを定義できます。
ドラッグ・アンド・ドロップを使用するには、次のようにします。
手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。
タスクの結果
また、リンクの名前を表示しているタイトル・バーをクリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウ
ス・ポインターをターゲット・リンク内の最初の「出力仕様」セルにドラッグできます。これによって、位
置に基づいて、すべての入力列が出力列にマッピングされます。
列自動マッチングの使用:
このタスクについて
列自動マッチング機能を使用すると、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生できるよう自動
的に設定できます。
自動マッチングを使用する手順を次に示します。
手順
1. 「マッピング」タブの「自動マップ」をクリックして、「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを
開きます。
2. 「マッチング・タイプ」領域で「位置マッチング」または「名前マッチング」をクリックします。
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「位置マッチング」をクリックした場合、対応する位置の入力リンク列に出力列の出力仕様が設定され
ます。最初の入力リンクの列が最初の出力リンクの列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
「名前の一致」をクリックした場合は、次のように、入力列および出力列の追加情報を指定する必要が
あります。
v 入力列:
– 「全列マッチング」または「選択列マッチング」。どちらかをクリックして、すべての入力リンク
の列を一致させるか、入力リンクで現在選択されている列だけ一致させるかを指定します。
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 出力列:
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 「大/小文字を区別しない」。名前の一致を調べるときに大/小文字を区別しない場合には、このチェ
ック・ボックスを選択します。この設定は、「無視する接頭部」および「無視する接尾部」設定にも
影響します。例えば、接頭部の IP という文字を無視するよう設定し、「大/小文字を区別しない」を
選択すると、IP および ip が無視されます。
3. 「OK」をクリックして、自動マッチを実行します。
注: 自動マッチでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプが非
互換でも、出力仕様は設定されます。

Transformer ステージ
以下のトピックでは、抽出データにデータ変換を実行する Transformer ステージについて説明します。次
に、このデータは、別のアクティブ・ステージ、または、ターゲット・ファイルまたはデータベースにデー
タを書き込むステージに渡されます。
Transformer ステージ・エディターは、メインフレーム、サーバー、およびパラレル・ジョブに似ています
が、機能性は異なります。このトピックでは、メインフレームの機能性についてのみ説明します。サーバー
またはパラレルの機能性については、それぞれのガイドを参照してください。

Transformer ステージの使用
Transformer ステージは、1 つの入力リンクと 1 つ以上の出力リンクを使用します。デザイナー・クライア
ント・キャンバスから Transformer ステージを右クリックすると、さまざまなステージ編集オプションがシ
ョートカット・メニューに表示されます。
v 「プロパティー」を選択すると、トランスフォーマー・エディターが開きます。
v ステージがリンクを使用している場合、「入力リンク」メニュー・オプションまたは「出力リンク」メ
ニュー・オプションでリンク名を選択すると、選択したリンクが強調表示されたトランスフォーマー・
エディターが開きます。
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v ステージへの入力リンクに既に列が定義されている場合は、「列を伝搬」を選択して、入力リンクから
選択した出力リンクに列を伝搬できます。このようにすると、列のデータ形式変更を行わずに、ステー
ジを単にパススルーさせる場合の時間が節約できます。
v 列が既に入力リンクおよび出力リンクの両方に定義されている場合は、「列の自動マッチング」を選択
し、入力列を、一致した名前を持つ選択済みの出力リンク列に自動的にマップできます。
Transformer ステージを編集すると、トランスフォーマー・エディターが表示されます。次の例には、1 つ
の入力リンクと 2 つの出力リンクがあります。メタデータが入力リンクには定義されていますが、出力リ
ンクには定義されていません。

トランスフォーマー・エディター・コンポーネント
トランスフォーマー・エディターには次のコンポーネントがあります。

ツールバー
トランスフォーマー・ツールバーは、トランスフォーマー・エディターの上部に表示されます。このツール
バーには、左から右に、以下のボタンがあります。
v ステージ・プロパティー
v 制約
v すべてまたは指定のリレーションを表示
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v ステージ変数表示/非表示
v 切り取り
v コピー
v 貼り付け
v 検索/置換
v 列定義のロード
v 列定義の保存
v 列自動マッチング
v 出力リンク実行順序

リンク領域
画面上部には、Transformer ステージとの間のリンクを表示され、ステージの列および各列間の関係が表示
されます。
リンク領域では、すべての列定義およびステージ変数が定義されます。
このリンク領域は 2 つのペインに分割されています。ペインの間のスプリッター・バーをドラッグしてペ
インをサイズ変更できます。また、水平スクロール・バーもあり、表示を左右にスクロールできます。
左のペインは入力リンクを表示し、右のペインは出力リンクおよびステージ変数を表示します。すべてのタ
イプのリンクで、キー・フィールドが太字で表示されます。出力仕様が定義されていない出力列は、赤色
(または、「ツール」 > 「オプション...」 で定義された色) で表示されます。
トランスフォーマー・エディター内では、一度に 1 つのリンクを選択できます。選択すると、リンクのタ
イトル・バーが強調表示され、矢印が選択した列を示します。

メタデータ領域
下部領域に、入力リンクおよび出力リンクの列メタデータが表示されます。この領域も 2 つのペインに分
割されており、左側に入力リンクのメタデータ、右側に出力リンクのメタデータが表示されます。
各リンクのメタデータは、タブ付きページの中のグリッドに表示されます。タブをクリックして、必要なリ
ンクを前面に表示させます。このリンクはリンク領域でも選択されます。
リンク領域でリンクを選択すると、そのメタデータのページが前面に自動的に表示されます。
グリッドを編集して、出力リンクのみの列メタデータを変更できます。また、出力リンク・メタデータの追
加や削除も可能です。列メタデータの編集について詳しくは、 239 ページの『第 10 章 列メタデータの編
集』 を参照してください。

ショートカット・メニュー
リンク領域のリンクを右クリックすると、トランスフォーマー・エディターのショートカット・メニューが
表示されます。 3 つのメニューがありますが、入力リンク、出力リンク、またはステージ変数のどれを右
クリックするかによって、メニューがそれぞれ多少異なります。
入力リンク・ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、リンクの説明を入力する。
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v 「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開く。
v 「検索/置換」ダイアログ・ボックスを表示する。
v リンクのすべての列を選択する。
v 「選択」ダイアログ・ボックスを表示する。
v リンクの列をコピーする。
出力リンク・ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、リンクの説明を入力する。
v 「制約」ダイアログ・ボックスを開いて、制約を指定する。
v 「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開く。
v 「検索/置換」ダイアログ・ボックスを表示する。
v リンクのすべての列を選択する。
v 「選択」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 1 つの処理で複数の出力仕様を編集する。
v 出力仕様を編集、検証、またはクリアする。
v 選択したリンクに新しい列を追加または挿入する。
v リンクの列を削除する。
v リンクの列または出力仕様を切り取る、コピーする、および貼り付ける。
ステージ変数ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、変数を指定する。
v 「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開く。
v 「検索/置換」ダイアログ・ボックスを表示する。
v ステージ変数をすべて選択する。
v 「選択」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 1 つの処理で複数の出力仕様を編集する。
v 出力仕様を編集、検証、またはクリアする。
v 新しいステージ変数を追加または挿入する。
v ステージ変数を削除する。
v ステージ変数または出力仕様を切り取る、コピーする、および貼り付ける。
リンク領域の背景部分でショートカット・メニューを表示した場合は、次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージの説明を入力する、変数を指定
する、または出力リンク処理の順序を指定する。
v 「制約」ダイアログ・ボックスを開いて、制約を指定する。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「リンク順序」タブを開いて、出力リンク処理を
再配列する。
v ステージ変数の表示と非表示を切り替える。
v すべてのリンクのリンク関係を表示するか、選択されているリンクのみのリンク関係を表示するかを切
り替える。
トランスフォーマー・エディターのメタデータ領域で右クリックすると、ショートカット・メニューを編集
する標準グリッドが開きます。
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Transformer ステージ・プロパティー
Transformer ステージには「プロパティー」ダイアログ・ボックスがあり、ステージがどのように作動する
かについて詳細を指定できます。このダイアログ・ボックスには、次の 3 つのページがあります。
v ステージ。ステージについての一般情報を指定するために使用します。「ステージ」ページには、以下
のように、タブが 3 つあります。
– 全般。ステージの説明 (オプション) を入力できます。
– 変数。ステージで使用するステージ変数を指定できます。ステージ変数の定義について詳しくは、
181 ページの『ローカル・ステージ変数の定義』 を参照してください。
– リンク順序。出力リンクが処理される順序を指定できます。リンク順序について詳しくは、 180 ペー
ジの『出力リンクの順序の指定』 を参照してください。
v 入力。入力リンクにあるデータの説明 (オプション) を入力できます。 Transformer ステージで使用でき
る入力リンクは 1 つだけです。
v 出力。ステージからの出力リンクのそれぞれの説明 (オプション) を入力できます。

Transformer ステージの基礎概念
このセクションでは、Transformer ステージの使用に関する基礎概念の一部について説明します。
Transformer ステージを編集する前に、入力リンクからステージに渡すデータを定義しておく必要がありま
す。トランスフォーマー・エディターを使用して、ステージによって出力されるデータ、およびデータの変
換処理方法を定義します。

入力リンク
データは、単一入力リンクを使用して、Transformer ステージに渡されます。入力リンクは、パッシブ・ス
テージまたはアクティブ・ステージのどちらからでも来ることができます。 Transformer ステージへの入力
データは、読み取り専用です。列定義を変更する場合は、入力リンク上のステージに戻る必要があります。

出力リンク
Transformer ステージから、任意の数の出力リンクを出すことができます。
データを変更しないで Transformer ステージをそのまま通過させて渡す場合でも Transformer ステージから
出力する前に、入力列にあるデータを変換処理する必要がある場合があります。
各出力リンクの列は、トランスフォーマー・エディター内の列の出力仕様セルで定義されます。単純に入力
列を出力列の出力仕様セルにドラッグすれば、Transformer ステージをそのまま通過させてデータを渡すこ
とができます。 データを変換処理するには、式エディターを使用して式を定義します。
個々の出力列の出力仕様の詳細を指定することに加えて、出力リンク全体に作用する制約を指定することも
できます。制約は、出力リンクに渡される前にデータが満たす必要のある基準を指定する、SQL3 言語に基
づいた式です。基準を満たさないデータがある場合は、制約を使用して、別の出力リンクをリジェクト・リ
ンクとして指定することができます。リジェクト・リンクには、その他の出力リンクの基準を満たさなかっ
た列が入ります。
各出力リンクが順番に処理されます。出力条件式が入力行に対して真と評価されると、データ行がリンクに
出力されます。また、出力条件式が入力行に対して偽と評価されると、データ行はリンクに出力されませ
ん。
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各リンクの制約式は互いに独立して機能します。 複数の出力リンクがある場合、入力行によって一部また
は全部の出力リンクからデータ行が出力される場合もあれば、どの出力リンクからもデータ行が出力されな
い場合もあります。
例えば、ペイント・ショップにあるデータを考えてみます。データには、複数の、さまざまな色に関する情
報が含まれています。色別に出力ファイルを分割する必要がある場合、複数の制約を設定します。例えば、
緑と青のペイントに関する情報は LinkA に、赤と黄のペイントに関する情報は LinkB に、黒のペイント
に関する情報は LinkC に出力するよう設定できます。
黄のペイントに関する情報が入った行が入力されると、LinkA の制約式は偽と評価されるため、この行は
LinkA には出力されません。しかし、この入力データは LinkB の制約条件は満たしているため、行は
LinkB に出力されます。
入力データに白のペイントに関する情報がある場合、どの制約条件も満たさないため、データ行はリンク
A、B、C のどれにも出力されません。ただし、別のリンクを指定してリジェクト・リンクとして使用でき
ます。このリジェクト・リンクは、他のどのリンクにも出力されない行を「すべて取得する」表またはファ
イルに、データを送るために使用されます。これらのリジェクトを格納するファイルまたは表は、ジョブ・
デザイン内の他のステージで表されます。

Transformer ステージの編集
トランスフォーマー・エディターを使用すると、Transformer ステージ内で、以下の処理を実行できます。
v 出力リンクに新しい列を作成する
v 出力リンクから列を削除する
v 出力リンク内で列を移動する
v 出力列メタデータを編集する
v 出力列の出力仕様を定義する
v リンクの制約条件を定義し、リジェクトを処理する
v 出力リンクが処理される順序を指定する
v ローカル・ステージ変数を定義する

ドラッグ・アンド・ドロップの使用
このタスクについて
多くの Transformer ステージの編集は、トランスフォーマー・エディターのドラッグ・アンド・ドロップ機
能を使用すると簡単に行えます。任意のリンクから他のリンクへ列をドラッグできます。一般的な使用法は
次のとおりです。
v 出力リンクへの入力列のコピー
v 出力リンク内の列の移動
v 出力リンクの出力仕様のコピー
ドラッグ・アンド・ドロップを使用するには、次のようにします。

手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
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2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。ターゲットのリンクに挿入ポインターが表示され、新し
いセルを挿入する場所を示します。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。

タスクの結果
複数の列または出力仕様をドラッグ・アンド・ドロップできます。標準のエクスプローラー・キーを使用し
てソース列のセルをいくつか選択し、その後は 1 つのセルの場合と同様に実行します。
Ctrl キーを押したまま列をドラッグすることによって、既存の出力仕様の最後に列を追加できます。これ
によって式エディターが開き、列の出力仕様の編集を続行できます。

検索と置換機能
ユーザーが複雑なジョブで作業している場合、そのジョブで、それぞれに複数の列が入っている複数のリン
クが Transformer ステージとの間で入力および出力されている場合、検索/置換機能を使用して特定の列や
式を検索し、変更できます。
検索/置換機能で次のことができます。
v 列名の検索と置換
v 式のテキストの検索と置換
v 次の空の式の検索
v 次にエラーを含む式の検索
検索/置換機能を使用するには、以下の手順を実行して「検索と置換」ダイアログ・ボックスを開きます。
v ツールバーで「検索/置換」ボタンをクリックします。
v リンクのショートカット・メニューで「検索/置換」を選択します。
v Ctrl-F を押します。
「検索と置換」ダイアログ・ボックスには、以下のように、タブが 3 つあります。
v 式テキスト。式の中の特定のストリングのオカレンスを見つけ、必要な場合は置換できます。上下への
検索ができ、大/小文字を区別、選択されているリンクのみの検索、または、どれも行わないことを選択
できます。式の中の、このストリングのすべてのオカレンスを置換することも選択できます。
v 列名。特定の列を検索し、必要な場合は名前の変更ができます。上下への検索ができ、大/小文字を区
別、完全に一致する文字列、選択されているリンクのみの検索を選択できます。
v 式タイプ。次の空の式、または、エラーが入っている次の式を検索できます。上下への検索ができ、さ
らに、選択されているリンクのみの検索を選択できます。または、Ctrl-M を押して次の空の式、また
は、Ctrl-N を押して次のエラー式を検索することもできます。
検索と置換の結果は、「ツール」 > 「オプション...」で指定された色で表示されます。
F3 を押すと、「検索と置換」ダイアログ・ボックスを開かずに、最後に行った検索を繰り返すことができ
ます。
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選択機能
ユーザーが複雑なジョブで作業中であって、そのジョブで、それぞれに複数の列が入っている複数のリンク
が Transformer ステージとの間で入力および出力されている場合、列の選択機能を使用して複数の列を選択
できます。
選択機能で次のことができます。
v 指定されたテキストと一致するテキストが入っている式を持つ、すべての列/ステージ変数を選択する。
v 指定されたテキストが入っている名前 (および、指定したタイプに一致する名前 (オプション)) を持つす
べての列/ステージ変数を選択する。
v 特定のデータ・タイプを持つすべての列/ステージ変数を選択する。
v 値の欠落がある式または無効な式を持つすべての列を選択する。
選択機能を使用するには、リンクのショートカット・メニューで「選択」を選択します。「選択」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 3 のタブがあります。
v 式テキスト。指定されたテキストと一致するテキストが入っている式を持つ、すべての列/ステージ変数
を選択できます。指定されたテキストは、「大/小文字を区別」の設定を考慮に入れた単純なテキスト一
致です。
v 列名。指定されたテキストが入っている名前を持つ、すべての列/ステージ変数を選択できます。追加の
「データ・タイプ」リストがあり、これは、選択された列をこのデータ・タイプを持つ列に絞り込みま
す。「データ・タイプ」リストを独立に使用して、特定のデータ・タイプの列をすべて選択できます。
例えば、テキスト・フィールドをブランクのままにして、データ・タイプとして「ストリング」を選択
することにより、すべてのストリング列が選択されます。 リストのデータ・タイプは汎用データ・タイ
プであり、列の SQL データ・タイプは、それぞれ汎用タイプのいずれかに属しています。
v 式タイプ。空の式または無効式のどちらかがある列をすべて選択できます。

出力列の作成と削除
このタスクについて
以下のいずれかの方式を使用して、Transformer ステージからの出力列を作成できます。
v ツールバーで出力リンクを選択し、次に「列定義のロード」ボタンをクリックします。「表定義」ダイ
アログ・ボックスで表をダブルクリックし、次に、「列の選択」ダイアログ・ボックスで列を選択しま
す。
v ドラッグ・アンド・ドロップまたはコピー・アンド・ペースト機能を使用して、他のリンクの既存の列
をコピーして新しい列を作成します。
v ショートカット・メニューを使用して新規列定義を作成します。
v リンクのメタデータ・タブのグリッドを編集して、新しい列を挿入します。
列をコピーするとき、新しい列は、コピー元の列と同じメタデータを使用して作成されます。
トランスフォーマー・エディター内から列を削除するには、ショートカット・メニューで、削除する列を選
択して「切り取り」をクリックするか、「列の削除」を選択します。
Transformer ステージで入力列を出力列にマッピングし、後でデザイナー・クライアント・キャンバス上の
入力リンクを削除する場合、出力列の出力仕様は自動的にクリアされません。上記の方式を使用して出力列
の出力仕様を選択して削除するか、あるいは、ショートカット・メニューで「すべて選択」を選択して「切
り取り」をクリックし、すべてをクリアできます。
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リンク内での出力列の移動
このタスクについて
出力リンク内での列の移動は、ドラッグ・アンド・ドロップ処理またはカット・アンド・ペースト処理を使
用して行うことができます。移動する列を選択して新しい場所にドラッグするか、または、切り取って新し
い場所に貼り付けます。

出力列メタデータの編集
トランスフォーマー・エディターの下部にあるグリッド内から出力列メタデータを編集できます。編集する
リンクのメタデータのタブを選択し、InfoSphere DataStage の標準の、グリッドの編集用制御を使用しま
す。
表示されたメタデータは、列の出力仕様を含んでいません。これらはリンク領域で編集されます。

出力列の出力仕様の定義
次の 5 つの方法によって、トランスフォーマー・エディター内から出力列の出力仕様を定義できます。
v 変換を実行せずに、新しい出力列を入力列から直接派生させるには、入力列を出力リンクにドラッグま
たはコピーできます。出力列は取得した入力列と同じ名前になります。
v 出力列が既に存在している場合は、入力列を出力列の「出力仕様」フィールドにドラッグまたはコピー
できます。これによって、列が直接入力列から取得され、変換処理は実行されません。
v 列自動マッチング機能を使用して、出力列を、一致する入力列から取得するように自動的に設定できま
す。
v ある出力リンク列の出力仕様を他の出力リンク列の出力仕様と同じにしたい場合があります。この場
合、出力仕様セルを 1 つの列から別の列にドラッグまたはコピーできます。
v 多くの場合、出力列を取得する前にデータを変換処理する必要があります。こうした目的のため、式エ
ディターを使用できます。式エディターを表示するには、必要な出力リンクの列の「出力仕様」セルを
ダブルクリックします。 (ショートカット・メニューで「出力仕様の編集」を選択して式エディターを開
くこともできます。)
出力仕様が赤色 (または「ツール」 > 「オプション...」で定義した色) で表示された場合、それは、トラン
スフォーマー・エディターが出力仕様を不正と判断したことを意味します。 (場合によっては、これは、出
力仕様が InfoSphere DataStage の使用パターン・ルールを満たしていないことを単に示し、実際には正常
に働くこともあります)。
出力列に、入力列が入っている出力仕様が定義されると、入力列と出力列の間に関係行が引かれます。列に
入る線や列から出る関係行が複数ある場合があります。ツールバーのボタンを使用して、すべてのリンクの
関係を表示するか、または、選択したリンクの関係だけを表示するかを選択できます。
列自動マッチング機能:
列自動マッチング機能を使用すると、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生できるよう自動
的に設定できます。この機能を使用すると、対応する入力列からデータをルーティングすることによって出
力リンクの出力仕様を迅速に充てんし、その後、異なる出力仕様を使用したい個々のリンク列に戻って編集
できます。
手順
1. 以下のいずれかの方法で「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開きます。
第 5 章 メインフレーム・ジョブ・ステージ

175

v トランスフォーマー・エディターのツールバーにある「列自動マッチング」ボタンをクリックしま
す。
v 入力リンクのヘッダーまたは出力リンクのヘッダーのショートカット・メニューで「自動マッチン
グ」を選択します。
2. リストから、列と一致させる出力リンクを選択します。
3. 「マッチング・タイプ」領域で「位置マッチング」または「名前マッチング」をクリックします。
「位置マッチング」をクリックした場合、対応する位置の入力リンク列に出力列の出力仕様が設定され
ます。最初の入力リンクの列が最初の出力リンクの列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
「名前の一致」をクリックした場合は、次のように、入力列および出力列の追加情報を指定する必要が
あります。
v 入力列:
– 「全列マッチング」または「選択列マッチング」。どちらかをクリックして、すべての入力リンク
の列を一致させるか、入力リンクで現在選択されている列だけ一致させるかを指定します。
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 出力列:
– 「無視する接頭部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の前
の文字を指定します。
– 「無視する接尾部」。(オプション) マッチング・プロシージャーの実行中に無視すべき、列名の末
尾の文字を指定します。
v 「大/小文字を区別しない」。名前の一致を調べるときに大/小文字を区別しない場合には、このチェ
ック・ボックスを選択します。この設定は、「無視する接頭部」および「無視する接尾部」設定にも
影響します。例えば、接頭部の IP という文字を無視するよう設定し、「大/小文字を区別しない」を
選択すると、IP および ip が無視されます。
4. 「OK」をクリックして、自動マッチを実行します。
タスクの結果
自動マッチでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプが非互換で
も、出力仕様は設定されます。
デザイナー・クライアント・キャンバスから、列の自動マッチングを実行することもできます。
Transformer ステージのアイコンを右クリックし、ショートカット・メニューで「列の自動マッチング」を
選択し、ターゲットの出力リンクを選択します。このオプションを使用すると、トランスフォーマー・エデ
ィターまたは「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開かずに、列名を基にしたマッチングを自動的
に行えます。

複数の出力仕様の編集
複数の出力列またはステージ変数の出力仕様を編集するには、ショートカット・メニューで「出力仕様の置
換...」を選択します。これによって、「式の置換」ダイアログ・ボックスが開きます。
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「式の置換」ダイアログ・ボックスでは、リンク内の現在選択されているすべての列の式に同じ変更を行う
ことができます。例えば、リンク内のすべてのストリング出力列の式に trim() 関数への呼び出しを追加す
るには、次の 2 つの手順を実行します。最初に、「選択」ダイアログ・ボックスを使用して、すべてのス
トリング出力列を選択します。次に、「式の置換」ダイアログ・ボックスを使用して、選択した列の既存の
式の各値に trim() 呼び出しを適用します。
置換する方法として、「全置換」および「部分置換」のどちらかを選択できます。
「全置換」:
このタスクについて
このオプションを選択すると、各列の既存の式全体が特定の置換値で置き換えられます。置換値には完全に
新しい値を指定できますが、通常は元の式の値に基づいた値を指定します。置換値を指定するときに $1 を
含めることによって、列の式の既存の値を新しい値に含めることができます。既存の値は何度でも含めるこ
とができます。
例えば、必要な列を選択した状態で各式に trim() 呼び出しを追加するには、次の操作を行います。
手順
1. 「全置換」オプションを選択します。
2. 次の置換値を入力します。
trim($1)
3. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
列の元の式は次のとおりでした。
DSLink3.col1

この式を次の式で置換します。
trim(DSLink3.col1)

置換は、選択された各列の式に適用されます。
式の中に、テキスト $1 を実際に含める場合は、これを $$1 と入力してください。
「部分置換」:
このタスクについて
このオプションを選択すると、選択した式全体ではなく式の一部分のみが置換されます。置換する式の部分
は、「正規表現」を選択して指定します。
指定した正規表現が、式ストリングの複数の部分に一致することもありえます。「式内の一致するすべての
オカレンスを置換」にチェック・マークが付いている場合、一致した各オカレンスが指定の置換値で更新さ
れます。オンになっていない場合は、最初のオカレンスのみが置換されます。
式の一部を更新するための置換値に、元の式の置換対象部分を含めることができます。その場合には、「正
規表現」の値を丸括弧で囲んで指定する必要があります。置換値の中の $1 は、「正規表現」と一致するテ
キストを示します。「正規表現」の値が丸括弧で囲まれていなければ、$1 は、単にテキストの $1 になり
ます。
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「正規表現」が複雑な場合は、「正規表現」のテキスト全体ではなくテキストのサブセットを丸括弧で囲む
ことができます。この場合、やはり元の式の一致部分全体が置換されますが、$1、$2 などを使用して、指
定された正規表現の中の括弧で囲まれたそれぞれの一致部分を参照することができます。
「部分置換」置換の例を次に示します。
選択された列セットに、DSLink3 からの入力列を使用する出力仕様が含まれているとします。出力仕様の
2 つが次のようになっています。
DSLink3.OrderCount + 1
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

入力列に NULL 値を使用しないで、NULL の代わりにゼロ値が使われるように設定します。次の手順に従
ってください。
手順
1. 式を置換したい列を選択します。
2. 「部分置換」オプションを選択します。
3. 「正規表現」の値を次のように指定します。
(DSLink3¥.[a-z,A-Z,0-9]*)
DSLink3. の後に任意の数のアルファベット文字または数値が続くストリングが、置換されるストリング
です。 (列名がアルファベット文字および数値で構成されていることを前提としています)。式全体が丸
括弧で囲まれているので、置換値に含まれる $1 は完全一致テキストを意味します。
4. 次の置換値を指定します。
NullToZero($1)
元の式の中で、一致したサブストリングが同一サブストリングで置換され、NullToZero 呼び出しで囲ま
れます。
5. 「OK」をクリックし、選択された列出力仕様すべてに置換を適用します。
タスクの結果
上に示した例から、
DSLink3.OrderCount + 1

は、次のようになります。
NullToZero(DSLink3.OrderCount) + 1

また、
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

は、次のようになります。
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0) Then DSLink3.Total Else -1

「式内の一致するすべてのオカレンスを置換」オプションが選択されている場合、2 番目の式は次のように
なります。
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0)
Then NullToZero(DSLink3.Total)
Else -1
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置換値には、任意の形式の式ストリングを指定できます。例えば、上に示した例で、次のような置換値を指
定できます。
(If (StageVar1 > 50000) Then $1 Else ($1 + 100))

最初の例の場合、式
DSLink3.OrderCount + 1

は、次のようになります。
(If (StageVar1 > 50000) Then DSLink3.OrderCount
Else (DSLink3.OrderCount + 100)) + 1

制約の定義とリジェクトの処理
制約条件を指定して出力データの制限を定義できます。メインフレーム・ジョブでは、制約は SQL3 言語
に基づいた式であり、式エディターを使用して定義されます。制約は、TRUE または FALSE を返すブー
ル式です。
Transformer ステージから各出力リンクの制約を指定できます。また、制約を使用して、特定のリンクをリ
ジェクト・リンクとして機能するように指定できます。リジェクト・リンクからは、Transformer ステージ
のどの出力リンクにも書き込まれなかった行が出力されます。
制約を定義する、あるいはリジェクト・リンクを指定するには、以下のいずれかの方法で「Transformer ス
テージ制約」ダイアログ・ボックスを開きます。
v ツールバーで「制約」ボタンをクリックします。
v 出力リンクの「制約」フィールドをダブルクリックします。
v 背景またはヘッダーのショートカット・メニューで「制約」を選択します。
出力リンク名の隣にある「制約」フィールドをダブルクリックして制約を定義します。これによって、「式
エディター」ダイアログ・ボックスが開きます。制約を定義すると、その制約が、トランスフォーマー・エ
ディターの出力リンクのタイトル・バーの下に表示されます。ジョブが実行されると、この制約式は行デー
タに対してチェックされます。データが制約条件を満たさない場合、行はリンクに書き込まれません。
変数 REJECTEDCODE をテストして直前のリンクに障害があるかを調べる式を「制約」フィールドに入力
することによって、リジェクト・リンクを定義します。この式をビルドするには、リンクの制約が満たされ
なかったために行がリジェクトされたことを示す、定数 DSE_TRXCONSTRAINT を使用します。次に、例
を示します。
OutLink.REJECTEDCODE = DSE_TRXCONSTRAINT

ユーザーは、AND オペレーターおよび OR オペレーターを使用して、複数の出力リンクにある制約をテ
ストする複合式をビルドできます。リジェクト・リンク (複数可) は、実行順序の最後でなければならない
ことに注意してください。ステージ内のその他の出力リンクに書き込まれなかった行にあるデータは、ユー
ザーが指定した列マッピングを使用して、リジェクト・リンクに書き込まれます。
例えば、地域のデータをリレーショナル・データベースに書き込むジョブがあるとします。エラー・ログは
もちろん、リジェクト・リンクを作成する必要があります。ジョブ・デザインは、以下のようになります。
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リンクは、Link1、Link2、Link3 の順序で実行されると想定します。 Link1 にある制約が、正しい領域コ
ードが使用されていることを確認します。リジェクト・リンクである Link2 は、領域コードが正しくない
という理由で Link1 でリジェクトされた行を取り込みます。 Link2 の制約式は次のようになります。
Link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXCONSTRAINT

エラー・ログである Link3 は、制約が失敗したためではなく DBMS エラーがあるために Relational ター
ゲット・ステージでリジェクトされた行を取り込みます。 Link3 の式は次のようになります。
Link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXLINK

次に、DBMS エラー・コードを戻す追加の出力列を Link3 に挿入できます。この列の出力仕様の式は、次
のようになります。
Link1.DBMSCODE

ユーザーは、この列の値を調べることによって、行がリジェクトされた理由を判別できます。

出力リンクの順序の指定
このタスクについて
出力リンクが行を処理する順序を指定できます。リンクの初期の順序は、リンクがステージに追加された順
序です。
出力リンクの順序を変更するには、次のようにします。

手順
1. 以下のいずれかの方法で、「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「リンク順
序」タブを開きます。
v トランスフォーマー・エディターのツールバーにある「出力リンク実行順序」ボタンをクリックしま
す。
v 背景のショートカット・メニューで「出力リンクの順序を変更」を選択します。
v トランスフォーマー・エディターのツールバーで「ステージ・プロパティー」をクリックするか、背
景ショートカット・メニューで「ステージ・プロパティー」を選択して「リンク順序」 タブをクリ
ックします。
2. 矢印ボタンを使用して、リンクのリストを目的の実行順に入れ替えます。
3. 順序が適切であれば「OK」をクリックします。
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ローカル・ステージ変数の定義
ステージ変数を宣言できます。

このタスクについて
Transformer ステージ内で、独自の変数を宣言して使用できます。この変数は、変数が宣言された
Transformer ステージからだけアクセスが可能です。次のように使用します。
v 式によって値を割り当てることができます。
v 変数は、出力列の出力仕様を定義する式の中で使用できます。
v 変数を評価する式には、他の変数または評価対象の変数自体を含めることができます。
宣言したステージ変数は、リンク領域の右ペインにある表に表示されます。表の外観は出力リンクに類似し
ています。右ペインの下部にある出力リンクのメタデータ領域に、ステージ変数は表示されません。
トランスフォーマーのツールバーにある「ステージ変数表示/非表示」ボタンをクリックするか、背景のシ
ョートカット・メニューで選択を行って、表を表示または非表示にできます。
この表は、ステージ変数とその値を取得する式をリスト表示します。リンク線によって、ステージ変数と式
で使用される入力列とが結び付けられます。表の右側からのリンクによって、変数を使用する出力列に変数
が接続されます。

手順
1. 以下のいずれかの方法で、「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
v ステージ変数のショートカット・メニューで「新規ステージ変数を挿入」を選択します。新しい変数
が、リンクのペインにあるステージ変数の表に追加されます。変数には、デフォルトの名前の
StageVar とデフォルトのデータ・タイプ Decimal (18, 4) が付与されます。次のステップで説明する
「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、これらのプロパティー
を編集できます。
v トランスフォーマーのツールバーの「ステージ・プロパティー」ボタンをクリックします。
v 背景のショートカット・メニューで「ステージ・プロパティー」を選択します。
v ステージ変数のショートカット・メニューで「ステージ変数プロパティー」を選択します。
2. 「変数」タブをクリックします。「変数」タブには、現在宣言されている変数、その初期値、SQL タイ
プ、精度、スケール、およびオプションの説明を表示するグリッドが入っています。標準のグリッド制
御を使用して、変数を追加または編集します。「ロード...」をクリックして、リポジトリー内の表定義
からステージ変数をロードするか、「名前を付けて保存」をクリックして、ステージ変数をリポジトリ
ー内の表定義として保存します。「すべてクリア」をクリックして、始めからやり直します。
変数名は、必ず英字 (a から z、A から Z) で始まり、その後は英数字 (a から z、A から Z、0 から
9) だけが使用できます。初期値は必須で、メインフレーム・ジョブの絶対値でなければなりません。初
期値がストリングの場合は、単一引用符で囲みます。
3. 「OK」をクリックします。リンクのペインにあるステージ変数の表に新しい変数が表示されます。

タスクの結果
ステージ変数には、出力列の場合と同じ操作のほとんどを実行できます ( 175 ページの『出力列の出力仕様
の定義』 を参照)。 ショートカット・メニューに含まれるコマンドは同じです。ただし、ステージ変数を
新しい列として貼り付けたり、列を新しいステージ変数として貼り付けたりはできません。
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InfoSphere DataStage 式エディター
InfoSphere DataStage 式エディターは、Transformer ステージを編集する際の、正しい式の指定を支援しま
す。 式エディターは、次の場所から開けます。
v 出力リンクの「出力仕様」セル
v ステージ変数の「出力仕様」セル
v Transformer ステージの「制約」ダイアログ・ボックス
式エディターを開くには、「出力仕様」フィールドまたは「制約」フィールドをダブルクリックするか、シ
ョートカット・メニューで「出力仕様の編集」を選択します。

式の定義
式エディターを使用して式を定義する方法には、「式の構文」テキスト・ボックスに直接入力する方法と、
下部ペインに表示される利用可能なアイテムとオペレーターを使用して式をビルドする方法の 2 とおりの
方法があります。

手順
1. 「項目タイプ」ボックスで分岐をクリックします。利用可能なアイテムが「項目プロパティー」リスト
に表示されます。式エディターでは、以下のプログラミング・コンポーネントが提供されています。
v 列。入力列。列名、データ・タイプ、およびリンク名が「項目プロパティー」の下に表示されます。
列を選択すると、存在する説明があれば、その説明が「式エディター」ダイアログ・ボックスの下部
に表示されます。
v 変数。組み込み変数 SQLCA.SQLCODE、ENDOFDATA、REJECTEDCODE、および DBMSCODE、お
よび、ユーザーが定義したローカル・ステージ変数。変数名およびデータ・タイプが「項目プロパテ
ィー」の下に表示されます。
v ビルトイン・ルーチン。データ・タイプ変換、日付と時間、論理、数値、およびストリング関数を含
む SQL3 関数。関数の構文は、「項目プロパティー」の下に表示されます。 関数を選択すると、説
明が「式エディター」ダイアログ・ボックスの下部に表示されます。
v パラメーター。ユーザーが定義した任意のジョブ・パラメーター。パラメーター名およびデータ・タ
イプが「項目プロパティー」の下に表示されます。
v 定数。CURRENT_DATE、CURRENT_TIME、CURRENT_TIMESTAMP、DSE_NOERROR、
DSE_TRXCONSTRAINT、DSE_TRXLINK、NULL、HIGH_VALUES、LOW_VALUES、および X を
含む組み込み定数。 DSE_ 定数は制約式でのみ利用可能で、NULL は出力仕様式でのみ利用可能で
す。
これらのプログラミング・コンポーネントの定義については、 197 ページの『第 7 章 プログラマー
の参照』 を参照してください。
2. 「項目プロパティー」リストの中の項目をダブルクリックして、「式の構文」ボックスに挿入します。
3. 「オペレーター」ツールバーにあるオペレーターの 1 つをクリックして、オペレーターを「式の構文」
ボックスに挿入します。(オペレーターの定義については、 197 ページの『第 7 章 プログラマーの参
照』 を参照してください。)

タスクの結果
式をビルドする際は、「元に戻す」をクリックして最後の変更を元に戻すか、「すべてクリア」をクリック
して始めからやり直します。終了したら、「OK」をクリックして式を保存します。
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式の検証
このタスクについて
式エディターは、式がビルドされるにしたがい、式を検証します。構文エラーが見つかると、メッセージが
赤色で表示され、エラーの原因となったエレメントには「式の構文」テキスト・ボックスの中でアンダーラ
インが付けられます。構文エラーおよび意味エラーの両方があるか確認するには、最初にプロジェクト・プ
ロパティーまたはジョブ・プロパティーで「式のセマンティック・チェックを実行」を選択し、次に、式エ
ディターで「検証」をクリックします。式は、エラーを訂正せずに保存できますが、式が無効であるという
警告が出ます。

式エディターの終了
このタスクについて
式エディターは、以下のいずれかの方法で終了できます。
v 「OK」をクリック (変更を適用) します。
v 「キャンセル」をクリック (変更を破棄) します。
v 「式エディター」ダイアログ・ボックスを閉じます (変更を破棄します)。
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第 6 章 コード生成およびジョブのアップロード
以下のトピックでは、メインフレーム・ジョブのコードを生成し、ジョブをメインフレーム・マシンにアッ
プロードする方法について説明します。ジョブ・デザインの中のすべてのステージの編集が終了したら、ジ
ョブ・デザインを検証し、コードを生成できます。次に、コードをメインフレームに転送し、コンパイルと
実行を行います。

コードの生成
このタスクについて
メインフレーム・ジョブの作成を完了すると、ジョブのコードを生成する準備ができました。コードを生成
するには、デザイナー・クライアントでジョブを開いて、次のどちらかを実行します。
v 「ファイル」 > 「コード生成」と選択します。
v ツールバーで「コード生成」ボタンをクリックします。
「コード生成」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、以下のフィールド
とボタンがあります。
v コード生成パス。COBOL プログラムおよび JCL ファイルの基本位置。各メインフレーム・ジョブは、
エンジン層ホスト名、プロジェクト名、およびジョブを反映した基本の場所のサブディレクトリーに、
COBOL プログラムと JCL ファイルを保持します。例えば、以下の基本位置がある場合、
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic¥Gencode
コンプリート・パス名は次のようになります。
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic¥Gencode¥R101¥datastage¥mjob1
また、ユーザーは、デザイナー・クライアント・オプションで、コード生成位置を指定することもでき
ます。既にパス名を、そこに入力してある場合は、「コード生成パス」フィールドに自動的に表示され
ます。パス名を入力していない場合は、デフォルトのパス名が作成されます。このパス名は編集できま
す。
v COBOL プログラム・ファイル名。この名前は、最大 8 英数字で構成されます。先頭文字は英字でなけ
ればなりません。デフォルトの名前は DSn で、n は内部ジョブ番号です。この名前は、編集することが
できます。
v コンパイル JCL ファイル名。これは、最大 8 英数字で構成されます。デフォルトの名前は DSnC で、
n は内部ジョブ番号です。この名前は、編集することができます。
v 実行 JCL ファイル名。これは、最大 8 英数字で構成されます。デフォルトの名前は DSnX で、n は内
部ジョブ番号です。この名前は、編集することができます。
v ランタイム情報のトレース。以下のオプションのいずれかを選択して、プログラム・フローまたは読み
取りおよび書き込みされるデータに関するランタイム情報を生成します。
– なし。情報は生成されません。これがデフォルトです。
– プログラム・フロー。実行されるたびに各パラグラフ名が表示される、COBOL プログラムが生成さ
れます。 パラグラフ名は、PERFORM のネストを反映してインデントされます。
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– データ・フロー。データの読み取りまたは書き込み時にデータがプリントされます。Relational を除
く、すべてのソース・ステージおよびターゲット・ステージの場合、全バッファリングが列の識別な
しに印刷されます。 Relational ステージの場合、SELECT、INSERT、または UPDATE の各ステート
メントの中の個々の列値が印刷されます。
– プログラム・フローとデータ・フロー。プログラム・フローとデータ・フローの両方が印刷されま
す。
v IMS プログラム・タイプ。このフィールドは、ジョブの中に IMS ステージがある場合にのみ、利用可
能になります。生成する IMS プログラムのタイプ、すなわち、BMP または DLI (デフォルト) を選択
します。
v カスタマイズのための COPY ステートメントを作成。このチェック・ボックスは、InfoSphere DataStage
によって生成された COBOL プログラムをカスタマイズする必要がある場合にのみ選択します。このオ
プションを使用して、プログラムの始め、終了、または両方でタスクを実行できます。詳しくは、 187
ページの『コードのカスタマイズ』を参照してください。
v COPY ライブラリーの接頭部。このフィールドを使用すると、コードのカスタマイズのために使用す
る、複数のバージョンの COPYLIB メンバーを管理できます。 詳しくは、 187 ページの『コードのカス
タマイズ』 を参照してください。
v 生成。これをクリックして、ジョブ・デザインを検証し、COBOL プログラムと JCL ファイルを生成し
ます。始めると、「生成」ボタンが「キャンセル」ボタンに変わり、これを使用してコード生成を停止
できます。「進行状況表示」バーにコード生成プロセスの進行状況が表示され、ジョブの検証とコード
生成に関する関連状況メッセージが「状況」ボックスに表示されます。
v ビュー。生成された COBOL ファイルと JCL ファイルを表示するには、これをクリックします。 表示
したいファイルは、コードが正常に生成された後で利用可能になるポップアップ・メニューで選択でき
ます。 Microsoft Notepad がデフォルトのビューアーですが、デザイナー・クライアント・オプションで
別のツールを指定できます。「ツール」 > 「オプション...」と選択し、オプション・ツリー内の「デフ
ォルト」の下の「メインフレーム」分岐を選択して、さらに「ソース・ビューアー」フィールドで、使
用したいツールのパス名を入力するか参照します。
v ジョブのアップロード...。このボタンは、コードが正常に生成されると利用可能になります。これによっ
て「リモート・システム」ダイアログ・ボックスが開かれ、ジョブをアップロードする先のターゲッ
ト・メインフレームに接続できます。
v 閉じる。これをクリックして「コード生成」ダイアログ・ボックスを閉じます。コード生成パス、およ
び生成された COBOL ファイルと JCL ファイルの名前は、ジョブと一緒に自動的に保存されます。
v ヘルプ。ヘルプ・システムを開始するには、これをクリックします。

ジョブの検証
コード生成では、まずジョブ・デザインが検証されます。すべてのステージが正常に検証されると、コード
が生成されます。検証が失敗した場合はコード生成が停止し、エラーがあるすべてのステージについてエラ
ー・メッセージが表示されます。次に、エラーがあるステージが、デザイナー・クライアント・キャンバス
に赤色で強調表示されます。
検証に関する状況メッセージが「状況」ボックスに表示されます。
メインフレーム・ジョブ・デザインの検証では、次のことが行われます。
v ジョブのすべてのステージが連続する 1 つの流れとして接続され、各ステージに必要な数の入力リンク
と出力リンクがあることを確認する。
v 各ステージで使用される式を調べて、構文と意味が正確であることを確認する。
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v 列のマッピングを調べて、そのデータ・タイプに互換性があることを確認する。
注: コード生成中に、InfoSphere DataStage は、正常に検証されたステージを示すフラグを立てます。ジ
ョブのコード生成の後で、ジョブ・デザイン内のステージを変更せずに表示する場合は、「OK」ではな
く「キャンセル」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。次回のコード生成時には、ジョブ
の検証ではこのステージをバイパスし、時間を節約します。 (ユーザーがデザイナー・クライアント・オ
プションで「コンパイル/生成前にジョブを自動保存」を選択している場合、これは適用されません。)

生成済みファイル
コード生成中に、以下の 3 つのファイルが作成されます。
v 生成された実際の COBOL コードが入る COBOL プログラム・ファイル。 1 つのジョブには (ジョブ
の中のステージの数に関係なく) 1 つの COBOL プログラムしか生成されません。
v ターゲット・メインフレーム・マシンで COBOL コードのコンパイルを制御する JCL が入る JCL コン
パイル・ファイル。
v コンパイルされた後で、メインフレームでのジョブの実行を制御する JCL が入る JCL 実行ファイル。
コード生成が正常に終了すると、「状況」ボックスに、生成されたファイルの名前と位置が表示され、さら
に、それぞれの Relational ステージで使用されるデータベース名とユーザー名が示されます。

コードのカスタマイズ
InfoSphere DataStage メインフレーム・ジョブでコードをカスタマイズする方法には、次の 3 つの方法が
あります。
v さまざまな警告およびエラー・メッセージに関連したテキストを変更できます。このようなテキスト
は、ARDTMSG1、ARDTMSG2、ARDTIMSG、および RTLMSGS COPYLIB の各メンバーにあります。
v 「コード生成」ダイアログ・ボックスで「カスタマイズのための COPY ステートメントを作成」チェッ
ク・ボックスを使用して、その他の COPY ステートメントを生成します。この方式を使用すると、
ARDTUFCT、ARDTUFDF、ARDTUDAT、ARDTUBGN、ARDTUEND、および ARDTUCOD COPYLIB
の各メンバーを使用して、ユーザー独自のコードをプログラムの中に挿入できます。
v 「コード生成」ダイアログ・ボックスの「COPY ライブラリーの接頭部」フィールドを使用して、上記
の COPYLIB メンバーの複数のバージョンを管理できます。
これらのオプションは、互いに依存しないことに注意してください。ユーザーは、これらの方式のいずれか
またはすべてを使用して、生成済みコードをカスタマイズできます。

警告およびエラー・メッセージのテキストの変更
InfoSphere DataStage によって生成された COBOL プログラムには、すべて、3 つの COPY 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生成されると WORKING-STORAGE セクションに入り、メ
ッセージ・テキストのストリングが入る COBOL データ構造用に使用されます。
v COPY ARDTMSG1。このステートメントは、ログ・メッセージ・テキストの処理のために使用されま
す。これらは、ジョブの終わりに表示されるメッセージで、実行の統計を表示します。
v COPY ARDTMSG2。このステートメントは、ファイル処理エラーに関連したメッセージのために使用
されます。
v COPY ARDTIMSG。このステートメントは、IMS エラーに関連したメッセージのために使用されま
す。
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v COPY RTLMSGS。このステートメントは、ランタイム・ライブラリーから出されるエラーおよび警告
に関連したメッセージのために使用されます。
これらのメンバーにあるテキストを変更する場合でも、データ構造自体は変更しないでください。

カスタマイズのための COPY ステートメントを作成
「コード生成」ダイアログ・ボックスで「カスタマイズのための COPY ステートメントを作成」を選択す
ると、InfoSphere DataStage は、生成済み COBOL プログラム内の、カスタマイズできるいくつかの場所を
示します。プログラムの初期化時、終了時、またはその両方で実行するコードを追加できます。ただし、生
成されるプログラムの行ごとの処理に影響するようなコードは追加できません。
この方式を使用すると、以下の 6 つの COPY ステートメントが、生成される COBOL プログラムに追加
されます。
v COPY ARDTUFCT。このステートメントは、ENVIRONMENT DIVISION の FILE-CONTROL パラグラ
フの末尾に作成されます。これを使用して、プログラムに SELECT ステートメントを追加できます。
v COPY ARDTUFDF。このステートメントは、DATA DIVISION の FILE SECTION の末尾に生成されま
す。これを使用して、プログラムに FD ステートメントを追加できます。
v COPY ARDTUDAT。このステートメントは PROCEDURE DIVISION ステートメントの直前に作成され
ます。これを使用して、プログラムに、WORKING-STORAGE 変数と LINKAGE SECTION を追加でき
ます。
v COPY ARDTUBGN。このステートメントは PROCEDURE DIVISION ステートメントの直後に作成さ
れます。これを使用して、ユーザー独自のプログラム初期化コードを追加できます。 ARDTUDAT に
LINKAGE SECTION が含まれていれば、これを使用して PROCEDURE DIVISION ステートメントに
USING 節を追加できます。
v COPY ARDTUEND。このステートメントは、それぞれの GOBACK ステートメントの直前に作成され
ます。これを使用して、ユーザー独自のプログラム終了コードを追加できます。
v COPY ARDTUCOD。このステートメントは COBOL プログラムの最後のステートメントとして作成さ
れます。これを使用して、コードにユーザーの作成したパラグラフを追加できます。追加するパラグラ
フは、ARDTUBGN と ARDTUEND のコードから PERFORM されるものです。
InfoSphere DataStage は、これらの COPYLIB メンバーのデフォルトのバージョンを提供します。作成され
た時点では、ARDTUFCT、ARDTUFDF、ARDTUDAT、ARDTUEND、および ARDTUCOD にはコメント
文だけ、ARDTUBGN にはコメント文とピリオドが含まれています。

COPYLIB 接頭部の使用法
「コード生成」ダイアログ・ボックスの「COPY ライブラリーの接頭部」フィールドを使用すると、組み
込み COPYLIB メンバーの複数のバージョンを作成できます。これは、一部の InfoSphere DataStage ジョ
ブがあるタイプのカスタマイズを必要とし、別のジョブが別のタイプのカスタマイズを必要としている場合
に便利です。
デフォルトでは、COPY メンバーの接頭部は ARDT です。 この接頭部が使用される場合は、COPY ステ
ートメントが上記のように生成されます。ユーザー独自の接頭部を「COPY ライブラリーの接頭部」フィ
ールドで指定する場合は、以下のように COPY ステートメントが生成されます。
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
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COPY
COPY
COPY
COPY
COPY

prefixUFDF.
prefixUDAT.
prefixUBGN.
prefixUEND.
prefixUCOD.

接頭部は 1 から 4 文字の長さで、大文字に変換可能でなければなりません。接頭部の先頭文字は A から
Z、#、$、または @ でなければなりません。 その他の文字は A から Z、0 から 9、#、$、または @ で
なければなりません。 接頭部を変更した場合は、変更した名前が付いた COPYLIB メンバーが存在してい
ることを確認する必要があります。 COPYLIB メンバーは COBOL の検証ルールに従わなければならない
ことに注意してください。

COPY ステートメントの結果
「コード生成」ダイアログ・ボックスでの選択によって、COPY ステートメントが COBOL プログラムの
中にどのように生成されるかが決まります。「カスタマイズのための COPY ステートメントを作成」チェ
ック・ボックスを選択するか、「COPY ライブラリーの接頭部」フィールドでユーザー独自の接頭部を指
定するか、あるいはその両方もできます。 表 42 に、ユーザーの選択に基づいて生成される、実際の
COPY ステートメントの説明があります。
表 42. 生成される実際の COPY ステートメント
使用されるデフォルトの COPYLIB
接頭部 (ARDT)

ユーザー指定 COPYLIB 接頭部

「カスタマイズのための COPY ステ COPY ARDTMSG1
ートメントを作成」チェック・ボック COPY ARDTMSG2
COPY RTLMSGS
スを選択しない

COPY prefixMSG1
COPY prefixMSG2
COPY prefixMSGS

「カスタマイズのための COPY ステ
ートメントを作成」チェック・ボック
スを選択

COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY

COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY
COPY

ARDTMSG1
ARDTMSG2
RTLMSGS
ARDTUFCT
ARDTUFDF
ARDTUDAT
ARDTUBGN
ARDTUEND
ARDTUCOD

prefixMSG1
prefixMSG2
prefixMSGS
prefixUFCT
prefixUFDF
prefixUDAT
prefixUBGN
prefixUEND
prefixUCOD

ジョブのアップロード
メインフレーム・ジョブのコードが正常に生成されたら、そのジョブがコンパイルされて実行されるターゲ
ット・メインフレームにファイルをアップロードできます。ジョブを変更した場合は、コードを再生成して
から、ジョブをアップロードしてください。
ジョブをアップロードするには、以下のいずれかの方法で「リモート・システム」ダイアログ・ボックスを
開きます。
v ジョブを開き、メインメニューで「ファイル」 > 「ジョブのアップロード」と選択します。
v コードが正常に生成されたら、「コード生成」ダイアログ・ボックスで「ジョブのアップロード...」をク
リックします。
「リモート・システム」ダイアログ・ボックスを使用して、ターゲット・メインフレーム・システムへの接
続についての情報を指定します。このダイアログ・ボックスには次のフィールドがあります。
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v マシン・プロファイル。メインフレーム・マシン接続を指定する構成名。リストから、マシン名を選択
します。このリストには、リポジトリーの「マシン・プロファイル」フォルダーに定義されているすべ
てのマシン・プロファイルが入っています。新規マシン・プロファイルの作成について詳しくは、 191
ページの『マシン・プロファイルの処理』 を参照してください。
v プラットフォーム。メインフレーム・プラットフォーム・タイプ。z/OS は、現在サポートされている唯
一のプラットフォームであるので、このフィールドは読み取り専用です。
v IP ホスト名/アドレス。IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。
v ユーザー名。ホスト・システムのログインに使用するユーザー名またはアカウント。
v パスワード。ホスト・システムのログインに使用するユーザー名に関連したパスワード。
v ソース・ライブラリー。メインフレーム・ソース・ジョブが転送されるリモート・システムのライブラ
リー。
v コンパイル JCL ライブラリー。JCL コンパイル・ファイルが転送されるリモート・システムのライブ
ラリー。
v 実行 JCL ライブラリー。JCL 実行ファイルが転送されるリモート・システムのライブラリー。
v オブジェクト・ライブラリーの位置。コンパイラー出力が転送されるリモート・システムのライブラリ
ー。
v ロード・ライブラリーの位置。実行可能プログラムが転送されるリモート・システムのライブラリー。
v DBRM ライブラリー。DB2 プログラムについての情報が転送されるリモート・システムのライブラリ
ー。
v ジョブ・カード・アカウント情報。ジョブ・カードの識別情報。
v FTP サービス。FTP サービス・タイプ。アクティブ FTP サービスは、アクティブな接続で使用され、
一般的に、コマンド処理が必要なときに使用されます。これはデフォルトです。パッシブ・オプション
は、インバウンド通信を許可しないファイアウォールを使用した接続を確立する必要があるときに、利
用可能になります。
v ポート。FTP 接続のネットワーク・ポート ID。デフォルトのポートは 21 です。
v 転送タイプ。FTP 転送タイプ。「ASCII」、「BINARY」、または「引用符タイプ B 1」を選択する
か、FTP 引用符コマンドを使用して、ユーザー独自の転送タイプを指定します。
「リモート・システム」ダイアログ・ボックスで既存のマシン・プロファイルを選択した場合は、ホスト名
とアドレス、ユーザー名とパスワード、およびライブラリーの位置が自動的に充てんされます。これらのフ
ィールドは編集できますが、変更内容は保存されません。完了したら、「接続」をクリックして、メインフ
レーム接続を確立します。
ターゲット・マシンに正常に接続すると、「ジョブのアップロード」ダイアログ・ボックスが表示され、実
際にジョブをアップロードできます。このダイアログ・ボックスには、1 つはローカル・システム用、もう
1 つはリモート・システム用の、2 つの表示域があります。 ここには、以下のフィールドがあります。
v ジョブ。ユーザーが作業中のジョブの名前。
v ジョブ内のファイル。選択されたジョブに属すファイル。このフィールドは読み取り専用です。
v 転送ファイルの選択。アップロードするファイル。以下の 3 つのオプションから選択します。
– すべて。COBOL ソース、コンパイル JCL、および、実行 JCL の各ファイルをアップロードしま
す。
– JCL のみ。コンパイル JCL ファイルおよび実行 JCL ファイルのみをアップロードします。
– COBOL のみ。COBOL ソース・ファイルのみをアップロードします。
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v ソース・ライブラリー。「リモート・システム」ダイアログ・ボックスで指定したリモート・システム
のソース・ライブラリーの名前。このフィールドは編集できますが、変更内容は保存されません。
v コンパイル・ライブラリー。「リモート・システム」ダイアログ・ボックスで指定したリモート・シス
テムのコンパイル・ライブラリーの名前。このフィールドは編集できますが、変更内容は保存されませ
ん。
v 実行ライブラリー。「リモート・システム」ダイアログ・ボックスで指定したリモート・システムの実
行ライブラリーの名前。このフィールドは編集できますが、変更内容は保存されません。
v 転送されたファイル。リモート・システムに転送されたファイル。このフィールドは読み取り専用で
す。
ジョブのアップロードを開始する準備ができたら、「転送開始」をクリックします。 ジョブ内のファイル
の名前が「ジョブ内のファイル」ボックスに表示されます。ファイルがアップロードされると、ファイル名
が「転送されたファイル」ボックスに表示されます。
注: ジョブをアップロードする前に、ターゲット・マシンのディレクトリーがフルかどうか確認してくださ
い。ディレクトリーがフルである場合は、ファイルをアップロードできません。ただし、「転送開始」をク
リックしても、依然としてファイル名が「転送されたファイル」ボックスに表示されたままになっていま
す。この状態では、ターゲット・マシンの区分データ・セットを圧縮する必要があります。
別のメインフレーム・マシンにジョブをアップロードする場合は、「新規接続」をクリックします。 「リ
モート・システム」ダイアログ・ボックスが表示され、別のマシン接続を選択できます。

COBOL コンパイラー・オプション
InfoSphere DataStage は、生成済み COBOL ソース: APOST、LIB、NONAME、NODYNAM、および
RENT をコンパイルするときに、以下の COBOL コンパイラー・オプションを使用します。 各オプション
の完全な説明については、「IBM COBOL for OS/360 and VM Programming Guide」の最新版を参照してく
ださい。

マシン・プロファイルの処理
マシン・プロファイルによって、メインフレーム・マシンへの接続が定義されます。マシン・プロファイル
は、InfoSphere DataStage リポジトリーに作成されます。ジョブをアップロードする前にマシン・プロファ
イルを作成することも、アップロード時に、接続の詳細とライブラリー名を「リモート・システム」ダイア
ログ・ボックスで指定する (ただし、指定は保存されません) こともできます。ジョブを同じマシンに頻繁
にアップロードする予定がある場合は、前もってマシン・プロファイルを作成しておくほうが処理を速く行
えます。
オペレーショナル・メタデータを生成する場合も、マシン・プロファイルを使用して、XML ファイルが転
送されるマシンの接続の詳細を指定できます。
リポジトリーの「マシン・プロファイル」フォルダーでマシン・プロファイルを作成、表示、または編集す
ると、「マシン・プロファイル」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、
「全般」、「接続」、および「ライブラリー」という 3 つのページがあります。
「マシン・プロファイル」ダイアログ・ボックスには、次の 3 つのボタンがあります。
v 「OK」。マシン・プロファイルに対して行った変更を保存し、「マシン・プロファイル」ダイアログ・
ボックスを閉じます。
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v 「キャンセル」。マシン・プロファイルに対して行った変更を破棄し、「マシン・プロファイル」ダイ
アログ・ボックスを閉じます。
v 「ヘルプ」。ヘルプ・システムを開始します。

マシン・プロファイルの作成
新規マシン・プロファイルを作成するには、以下の方法のいずれかを使用して「マシン・プロファイル」ダ
イアログ・ボックスを開きます。
v メインメニューで「ファイル」 > 「新規」 と選択するか、ツールバーで「新規」ボタンをクリックし
ます。「新規」ダイアログ・ボックスが表示されます。「その他」フォルダーをクリックして、「マシ
ン・プロファイル」アイコンを選択します。
v リポジトリー・ツリーで「マシン・プロファイル」フォルダーを右クリックし、ショートカット・メニ
ューで「新規」 > 「その他」 > 「マシン・プロファイル」と選択します。
デフォルトによって「全般」ページが表示されます。マシン・プロファイルについて、以下のものを含む全
般情報を指定します。
v マシン・プロファイル名。マシン・プロファイルの名前を入力します。
v プラットフォーム・タイプ。プラットフォーム・タイプを選択します。 (z/OS が、現在サポートされて
いる唯一のプラットフォームです。)
v 説明 (略記)。マシン・プロファイルの要旨を入力します (オプション)。レポートを印刷すると、このフ
ィールドに入力したテキストが表示されます。
v 説明 (すべて)。ルーチンの詳細説明を入力します (オプション)。
次に、「接続」ページを選択して、メインフレーム・マシンの接続パラメーターを指定します。以下のもの
を含む、メインフレーム接続パラメーターを指定します。
v IP ホスト名/アドレス。IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。
v ポート。必要な場合は、FTP 接続のネットワーク・ポート ID を変更します。デフォルトのポートは 21
です。
v ユーザー名。ホスト・システムのログインに使用するユーザー名またはアカウントを入力します。
v FTP 転送タイプ。ファイル転送タイプを指定します。テキスト・ファイルには ASCII を、非テキス
ト・ファイルには バイナリー を、またはユーザー独自の転送タイプを指定します。
v パスワード。ホスト・システム・ログインで使用するユーザー名に関連したパスワードを入力します。
v FTP サービス。FTP サービス・タイプを選択します。2 つのオプションがあります。
– アクティブ。アクティブ FTP 接続。これがデフォルトで、通常、コマンド処理が必要な場合に使用
されます。
– パッシブ。インバウンド通信を許可しないファイアウォールを使用した FTP 接続を確立します。
「メインフレーム・オペレーショナル・メタデータ」領域を使用すると、プロジェクト・プロパティーまた
はジョブ・プロパティーで「オペレーショナル・メタデータを生成」 を選択した場合に作成される XML
ファイルについての詳細を指定できます。次に、マシン・プロファイルを使用して、これらの詳細を、「ジ
ョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「オペレーショナル・メタデータ」ページにロードできま
す。この領域には、2 つのフィールドがあります。
v XML ファイル・ターゲット・ディレクトリー。デフォルトの FTP ディレクトリーに相対の、XML フ
ァイルが入れられるターゲット・ディレクトリーの名前を入力します。該当する DOS モードで名前を
指定し、必要なスラッシュ・マークを入れます。ディレクトリー名にブランクが含まれている場合は、
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名前の全体を単一引用符で囲みます。このフィールドをブランクのままにした場合、XML ファイルは
InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションのデフォルトの FTP ディレクトリーに入れら
れます。
v XML ファイル用データ・セット名。メインフレーム・マシンにある XML ファイルのデータ・セット
名を入力します。このファイルは、必ず、COBOL プログラムを実行する前に、メインフレームに作成し
ておく必要があります。
注: オペレーショナル・メタデータのためだけにマシン・プロファイルを作成する場合は、「マシン・プ
ロファイル」ダイアログ・ボックスの「ライブラリー」ページのフィールドに項目を入れる必要はあり
ません。
「ライブラリー」ページを選択して、マシン・プロファイルを完了します。このページには、ジョブが転送
されるメインフレーム・マシン上の、以下の名前を含むライブラリーの名前が表示されます。
v ソース・ライブラリー。メインフレーム・ソース・ジョブが入れられるライブラリーの名前を入力しま
す。
v コンパイル JCL ライブラリー。JCL コンパイル・ファイルが入れられるライブラリーの名前を入力し
ます。
v 実行 JCL ライブラリー。JCL 実行ファイルが入れられるライブラリーの名前を入力します。
v オブジェクト・ライブラリー。コンパイラー出力が入れられるライブラリーの名前を入力します。
v DBRM ライブラリー。DB2 プログラムについての情報が入れられるライブラリーの名前を入力しま
す。
v ロード・ライブラリー。実行可能プログラムが入れられるライブラリーの名前を入力します。
v ジョブ・カード・アカウント情報。ジョブ・カードの識別情報を入力します。
「OK」をクリックしてマシン・プロファイルを保存します。新規マシン・プロファイルの保存を許可され
るようにするには、「接続」ページにユーザー名とパスワードを指定する必要があります。

マシン・プロファイルの表示と編集
このタスクについて
既存のマシン・プロファイルを表示または編集するには、次の方法のいずれかで「マシン・プロファイル」
ダイアログ・ボックスを開きます。
v マシン・プロファイルをリポジトリー・ツリーで選択し、「リポジトリー」 > 「プロパティー」と選択
します。
v マシン・プロファイルをリポジトリー・ツリーで右クリックし、ショートカット・メニューで「プロパ
ティー」を選択します。
v マシン・プロファイルをリポジトリー・ツリーでダブルクリックします。
「マシン・プロファイル」ダイアログ・ボックスにあるフィールドおよびオプションのどれでも編集できま
す。変更を行った場合は、必ず変更を保存してからこのダイアログ・ボックスを閉じてください。

マシン・プロファイルのコピー
このタスクについて
既存のマシン・プロファイルは、次の 2 つの方法でコピーできます。
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v マシン・プロファイルをリポジトリー・ツリーで選択し、「リポジトリー」 > 「コピーの作成」と選択
します。
v マシン・プロファイルをリポジトリー・ツリーで右クリックし、ショートカット・メニューで「コピー
の作成」を選択します。
マシン・プロファイルがコピーされ、新規マシン・プロファイルがリポジトリー・ツリーの同じフォルダー
の中に作成されます。デフォルトでは、コピーの名前は CopyOfXXX になります。ここで XXX は選択され
たマシン・プロファイルの名前です。編集ボックスを使用して、直ちにコピーの名前変更を実行してくださ
い。

マシン・プロファイルの名前の変更
このタスクについて
マシン・プロファイルの名前の変更は、以下のいくつかの方法で実行できます。
v リポジトリー・ツリーでマシン・プロファイルをダブルクリックして、「マシン・プロファイル」ダイ
アログ・ボックスを開きます。「マシン・プロファイル名」フィールドを編集し、「閉じる」をクリッ
クします。
v リポジトリー・ツリーでマシン・プロファイルを選択し、再びクリックします。編集ボックスで、新し
い名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックスの外側をクリックし
て、名前を保存します。
v ショートカット・メニューでマシン・プロファイルを右クリックし、「名前の変更」を選択します。編
集ボックスで、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集ボックス
の外側をクリックして、名前を保存します。
v リポジトリー・ツリーでマシン・プロファイルを選択し、「リポジトリー」 > 「名前の変更」と選択し
ます。編集ボックスで、新しい名前を入力するか、既存の名前を編集します。「Enter」を押すか、編集
ボックスの外側をクリックして、名前を保存します。

複数のジョブのコンパイル
このタスクについて
複数のメインフレーム・ジョブを、コンパイラー・ウィザードを使用して、一度にコンパイルしてアップロ
ードすることができます。ウィザードを実行するには、以下の 2 つの方法があります。
v メインメニューで「ツール」 > 「マルチ・ジョブ・コンパイル」と選択します。
v InfoSphere DataStage クライアント・フォルダーで、ファイル dsjcwiz.exe (例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic¥dsjcwiz.exe) をダブルクリックします。「プロジェクトへ
アタッチ」ダイアログ・ボックスでログイン詳細を入力し、ユーザーのプロジェクトにアタッチしま
す。
コンパイラー・ウィザードが開始されます。

手順
1. コンパイルするジョブのタイプを、以下のように「ジョブ選択基準」ウィンドウで指定します。
a. その他の InfoSphere DataStage コンポーネントがインストールされている場合は、デフォルトによっ
て、メインフレームが、その他のジョブ・タイプと一緒に「ジョブ選択」領域に選択されています。
b. コンパイルされていないすべてのジョブを自動的に選択したい場合は、「未コンパイル・ジョブのみ
選択」チェック・ボックスを選択します。
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c. コンパイルするジョブを選択したい場合は、「ジョブ選択ページを表示」チェック・ボックスを選択
します。このチェック・ボックスがクリアされている場合、ウィザードは、プロジェクト内のすべて
のジョブを選択するか、「未コンパイル・ジョブのみ選択」が選択されている場合は、すべての未コ
ンパイル・ジョブを選択します。
2. 「次へ >」をクリックします。 「ジョブ選択ページを表示」チェック・ボックスを選択している場
合、「ジョブ選択オーバーライド」ウィンドウが開きます。コンパイルしたいジョブを選択して、ステ
ップ 5 にスキップします。その他の場合は、「コンパイラー・オプション」ウィンドウが開きます。
3. 「プロファイルをアップロード」リストで、マシン・プロファイルを選択してジョブのアップロードを
するか、「ジョブのアップロードをしない」をクリックしてジョブのアップロードをスキップします。
4. 「コード生成」ダイアログ・ボックスで指定したコード生成パスを、ジョブが既に使用している場合
は、「ジョブ・レベル・コード生成パスを使用」を選択して、ウィザードが既存パスを使用するように
します。その他の場合は、このチェック・ボックスをクリアし、「コード生成ベース・ディレクトリ
ー」フィールドで新しいパスを指定します。デフォルトのパスは
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic です。「参照」をクリックし、別のパスを参照します。パ
スを変更した場合、ジョブは、新しいパスで保存されます。
5. 「次へ >」をクリックします。 「コンパイル処理」ウィンドウが開きます。「コンパイル開始」をク
リックしてコンパイルを開始します。各ジョブがコンパイルされるたびに、状況メッセージが「状況」
フィールドに表示されます。コンパイルが失敗した場合は、失敗したジョブを選択して、「コンパイル
出力」領域に、詳細とエラー・メッセージを表示することができます。
6. 「完了」をクリックしてウィザードを閉じます。「終了時にコンパイル・レポートを表示」チェック・
ボックスが選択されていた場合は、ユーザーのデフォルトのテキスト・エディターに、ジョブ・コンパ
イル・レポートが開きます。このレポートでは、コンパイルの開始時刻と終了時刻、成功または失敗し
たジョブの数、および、失敗したジョブのコンパイルの詳細が表示されます。

タスクの結果
また、InfoSphere DataStage クライアント・ディレクトリーにあるファイル dscc.exe を実行することによ
って、複数のジョブを、InfoSphere DataStage クライアント・マシンのコマンド・ラインからコンパイルで
きます。 dscc コマンドは複数の引数を取ります。
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第 7 章 プログラマーの参照
この付録では、InfoSphere DataStage MVS エディションのプログラマーの参照ガイドについて説明しま
す。ここには、メインフレーム・ジョブで使用できるプログラミング・コンポーネントの説明があります。

プログラミング・コンポーネント
メインフレーム・ジョブでは、さまざまなタイプのプログラミング・コンポーネントが使用されています。
プログラミング・コンポーネントは、次の 2 つのカテゴリーに分けられます。
v 組み込み。InfoSphere DataStage MVS エディションには、ユーザーが必要に応じてメインフレーム・ジ
ョブ内で再利用できる、いくつかの組み込みプログラミング・コンポーネントが付随しています。これ
らの変数、関数、および定数は、式をビルドするために使用されます。これらは式エディターからのみ
アクセスすることができ、基礎のコードは見えません。
v 外部。COBOL ライブラリー関数などの、ある種の外部コンポーネントは、InfoSphere DataStage MVS
エディション内から使用することができます。これは、ルーチンを定義し、このルーチンが次に External
Source、External Target、または External Routine ステージから外部関数を呼び出すことによって行えま
す。
次のセクションでは、メインフレーム・ジョブのプログラミングで使われているプログラミング用語につい
て説明します。

定数
定数は、プログラムの実行中は固定されている値で、別のコンテキストで再利用できる値です。 表 43
に、メインフレーム・ジョブで利用可能な定数の説明があります。
表 43. メインフレーム・ジョブの定数
定数

定義

CURRENT_DATE

実行時の現行日付を返します。

CURRENT_TIME

実行時の現行時刻を返します。

CURRENT_TIME(<Precision>)

実行時の現行時刻を、指定した精度で返します。

CURRENT_TIMESTAMP

実行時の現行タイム・スタンプを返します。

CURRENT_TIMESTAMP (<Precision>)

実行時の現行タイム・スタンプを、指定した精度で返しま
す。

DSE_NOERROR1

行がリンクに正常に挿入されました。

DSE_TRXCONSTRAINT
DSE_TRXLINK
NULL

1

1

2

データベースが行をリジェクトしました。
値は NULL です。

HIGH_VALUES
LOW_VALUES

リンクの制約テストが失敗しました。

3

3

X

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

すべてのビットが 1 に設定されているストリング値。
すべてのビットが 0 に設定されているストリング値。
X'0D0A' のように 16 進数字のペアが入っているストリ
ング・リテラル。バイナリー・ストリング値を指定するに
は、標準の SQL 構文に従います。
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1

変数 REJECTEDCODE をテストする制約式でのみ利用可能。 詳しくは、"Variables" を参照。

2

出力仕様式でのみ利用可能。

3

独自では出力列の出力仕様でステージ変数の初期値として、または、cast 関数の引数としてのみ利用可
能。この定数は、cast 関数の引数として以外に、式の中で使用できません。出力列またはステージ変数の
データ・タイプは、Char または VarChar でなければなりません。

制約
制約とは、表の各列に保管できる値を決めるルールのことです。制約を使用することにより、表に無効デー
タを保管することを防げます。
制約は、TRUE または FALSE を返すブール式です。制約は、以下の場所に定義されます。
v 「Transformer ステージ制約」ダイアログ・ボックス
v Complex Flat File、Multi-format Flat File、IMS、Fixed-width Flat File、Delimited Flat File、および
External Source の各ステージの「Constraints」タブ
v Relational、Teradata Relational、および Teradata Export の各ステージの「Where」タブ
Transformer ステージ制約は式エディターを使用して定義され、InfoSphere DataStage 内のすべての組み込
み定数、関数、変数、および演算子を知る方法を提供します。
ソース・ステージ制約および WHERE 節は、グリッドを使用してビルドされ、InfoSphere DataStage のオ
ペレーターおよびほとんどの組み込み論理関数にアクセスを提供します。グリッドで制約の選択を行うこと
も、セルの 1 つでダブルクリックして制約を手動で入力することもできます。手動で指定した制約には、
InfoSphere DataStage の組み込み関数のどれでも (ただし、IF THEN ELSE、IS DATE、IS NOT DATE、お
よび IS NUMERIC を除く) 含めることができます。 これらの関数の詳しい説明については、 199 ページ
の『関数』を参照してください。

式
式は値を定義するコードのエレメントです。式 という言葉は、ジョブの定義時に指定できるコードの部分
を表す言葉としても、SQL3 構文の特定の部分を表す言葉としても使われています。式には、以下のものが
含まれます。
v 列名
v 変数
v 関数
v パラメーター
v ストリングまたは数値定数
v オペレーター
メインフレーム・ジョブでは、式は、制約、列の出力仕様、ステージ変数の出力仕様、SQL 節、およびキ
ー式を定義するために使用されます。 表 44 には、メインフレーム・ジョブ・ステージで、式をどのよう
に、どこで定義するかが説明されています。
表 44. メインフレーム・ジョブ式
ステージ

式エディター

式グリッド

Complex Flat File

「制約」タブ

Multi-format Flat File

「制約」タブ
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表 44. メインフレーム・ジョブ式 (続き)
ステージ

式エディター

式グリッド

IMS

「制約」タブ

Fixed-width Flat File

「制約」タブ

Delimited Flat File

「制約」タブ

External Source

「制約」タブ

Relational

「列の更新」タブ

「Where」タブ、「Group By」タ
ブ、「Having」タブ、「Order By」
タブ

Teradata Relational

「列の更新」タブ

「Where」タブ、「Group By」タ
ブ、「Having」タブ、「Order By」
タブ
「Where」タブ、「Group By」タ
ブ、「Having」タブ

Teradata Export
Teradata Load

「列の更新」タブ

Transformer

出力列およびステージ変数の場合は
「出力仕様」セル。「Transformer ス
テージ制約」ダイアログ・ボックス

Business Rule

出力列およびステージ変数の場合
「Derivation」セル

「Where」タブ

Join

「結合条件」タブ

Lookup

「プレルックアップ条件」タブ、「ル
ックアップ条件」タブ

式の定義方法について詳しくは、個々のステージ・エディターが説明されている章に記載されています。

関数
関数は引数を受け取り、値を返します。関数 という語は、InfoSphere DataStage メインフレーム・ジョブ
で、2 つのコンポーネントに適用されます。
v 組み込み関数。組み込み関数は、InfoSphere DataStage MVS エディションに固有の特殊な SQL3 関数で
す。これらの組み込み関数には、式エディター、または「Business Rule ステージ」ダイアログ・ボック
スの「定義」タブから利用可能な「項目タイプ」プロジェクト・ツリーのビルトイン・ルーチン分岐を
使用してアクセスできます。これらの関数は、以下のセクションで定義されています。
v DB2 関数。 これらは、DB2 データ・ソース内でのみサポートされている関数です。
Relational、Teradata Relational、および Teradata Export の各ステージの算出列を定義するときは、「算
出列」ダイアログ・ボックスの「関数」をクリックして DB2 関数にアクセスすることができます。関数
の定義については、ご使用の DB2 ドキュメンテーションを参照してください。

データ・タイプ変換関数
200 ページの表 45 に、メインフレーム・ジョブで利用可能な、データ・タイプ変換の組み込み関数の説明
があります。
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表 45. データ・タイプ変換関数
関数

構文

説明

CAST

CAST(<Operand>AS CHAR
(<Length>))

<Operand> の値を Char データ・タイ
プに変換します。

CAST

CAST(<Operand>AS VARCHAR
(<Length>))

<Operand> の値を VarChar データ・
タイプに変換します。

CAST

CAST(<Operand>AS SMALLINT)

<Operand> の値を SmallInt データ・
タイプに変換します。

CAST

CAST(<Operand>AS INT)

<Operand> の値を Integer データ・タ
イプに変換します。

CAST

CAST(<Operand>AS DECIMAL
(<Precision>, <Scale>))

<Operand> の値を、指定した精度と
スケールを持つ Decimal データ・タ
イプに変換します。

CAST

CAST(<Operand>AS DATE)

<Operand> の値を Date データ・タイ
プに変換します。1

CAST

CAST(<Operand>AS TIME
(<TimePrecision>))

<Operand> の値を、指定した精度を
持つ Time データ・タイプに変換しま
す。2

CAST

CAST(<Operand>AS
TIMESTAMP(<Timestamp-Precision>))

<Operand> の値を、指定した精度を
持つ Timestamp データ・タイプに変
換します。3

CAST

CAST(<Operand>AS NCHAR
(<Length>))

<Operand> の値を NChar データ・タ
イプに変換します。4

CAST

CAST(<Operand>AS NCHAR
VARYING (<Length>))

<Operand> の値を NVarChar デー
タ・タイプに変換します。4

1

<Operand> の形式は、プロジェクト・プロパティーまたはジョブ・プロパティーで指定したデフォルト
の日付形式と整合していなければなりません。
2

<Operand> の形式は、InfoSphere DataStage MVS エディションの内部フォーム HH:MM:SS でなければ
なりません。
3

<Operand> の形式は、InfoSphere DataStage MVS エディションの内部 Timestamp フォーム
CCYY-MM-DD HH:MM:SS.NNNNNN でなければなりません。 日付部分が存在しない場合、結果は現行日付
に設定されます。時刻部分が存在しない場合、結果は 00:00:00 に設定されます。
4

<Operand> のデータ・タイプは、NChar または NVarChar でなければなりません。

日付と時間の関数
201 ページの表 46 に、メインフレーム・ジョブで利用可能な、日付と時間の組み込み関数の説明がありま
す。
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表 46. 日付と時間の関数
関数

構文

説明

DATE

DATE `yyyy-mm-dd'

`yyyy-mm-dd' によって指定された定数
を、Char データ・タイプではなく、
Date データ・タイプとして処理しま
す。

EXTRACT

EXTRACT(YEAR FROM <DateTime>) <DateTime> にある年の数値を戻しま
す。1

EXTRACT

EXTRACT(MONTH FROM
<DateTime>)

<DateTime> にある月の数値を戻しま
す。1,2

EXTRACT

EXTRACT(DAY FROM <DateTime>)

<DateTime> にある日の数値を戻しま
す。1

EXTRACT

EXTRACT(HOUR FROM <DateTime>) <DateTime> にある時間の数値を戻し
ます。3

EXTRACT

EXTRACT(MINUTE FROM
<DateTime>)

<DateTime> にある分の数値を戻しま
す。3

EXTRACT

EXTRACT(SECOND FROM
<DateTime>)

<DateTime> にある秒 (少数部分を含
む) の数値を戻します。3

TIME

TIME `hh:mm:ss'

`hh:mm:ss' によって指定された定数
を、Char データ・タイプではなく、
Time データ・タイプとして処理しま
す。

TIMESTAMP

TIMESTAMP `yyyy-mm-dd hh:mm:ss'

`yyyy-mm-dd hh:mm:ss' によって指定
された定数を、Char データ・タイプ
ではなく、Timestamp データ・タイプ
として処理します。

1

<DateTime> のデータ・タイプは、Date または Timestamp でなければなりません。

2

<DateTime> の月または日の値が 10 より小さい場合、抽出した値を Char(2) としてキャストすると、先
行ゼロがドロップします。必要な場合は、連結関数を使用して復元します。
3

<DateTime> のデータ・タイプは、Time または Timestamp でなければなりません。

論理関数
表 47 に、メインフレーム・ジョブで利用可能な、組み込み論理関数の説明があります。 IF THEN ELSE
は、スタンドアロンで使用することも、その他の IF THEN ELSE ステートメント内でネストすることもで
きます。その他の論理関数は、IF THEN ELSE ステートメントの引数としてのみ使用できます。
表 47. 論理関数
関数

構文

説明

BETWEEN

<Expression1>BETWEEN
<Expression2>AND <Expression3>

<Expression2> が <Expression1> より
小か等しく、<Expression1> が
<Expression3> より小か等しい場合
に、TRUE を戻します。それ以外の場
合は、FALSE を戻します。
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表 47. 論理関数 (続き)
関数

構文

説明

NOT BETWEEN

<Expression1>NOT
BETWEEN<Expression2>
AND<Expression3>

<Expression1> が <Expression2> より
小さいか、<Expression1> が
<Expression3> より大きい場合に、
TRUE を戻します。それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IF THEN ELSE

IF<BooleanExpression>
THEN<Expression1>
ELSE<Expression2>END

<BooleanExpression> が true の場合
は、<Expression1> の値を戻します。
それ以外の場合は、<Expression2> の
値を戻します。

IN

<Expression1>IN (<Expression2>,
<Expression3>,..., <ExpressionN>)

<Expression1> の値が、値のリストに
ある場合は TRUE を戻します。それ
以外の場合は、FALSE を戻します。

NOT IN

<Expression1>NOT IN (<Expression2>, <Expression1> の値が、値のリストに
<Expression3>,..., <ExpressionN>)
ない場合は TRUE を戻します。それ
以外の場合は、FALSE を戻します。

IS DATE

<Expression>IS DATE

<Expression> の値が DATE の場合は
TRUE を戻します。 それ以外の場合
は、FALSE を戻します。1

IS NOT DATE

<Expression>IS NOT DATE

<Expression> の値が DATE でない場
合は TRUE を戻します。それ以外の
場合は、FALSE を戻します。1

IS FALSE

<Expression>IS FALSE

<Expression> の値が false の場合は
TRUE を戻します。 それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IS NOT FALSE

<Expression>IS NOT FALSE

<Expression> の値が false でない場合
は TRUE を戻します。それ以外の場
合は、FALSE を戻します。

IS HIGH_ VALUES

<String>IS HIGH_VALUES

<String> の値が 0xFFFF の場合は
TRUE を戻します。 それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IS NOT HIGH_ VALUES

<String>IS NOT HIGH_VALUES

<String> の値が 0xFFFF でない場合
は TRUE を戻します。 それ以外の場
合は、FALSE を戻します。

IS LOW_ VALUES

<String>IS LOW_VALUES

<String> の値が 0x0000 の場合は
TRUE を戻します。 それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IS NOT LOW_ VALUES

<String>IS NOT LOW_VALUES

<String> の値が 0x0000 でない場合は
TRUE を戻します。 それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IS NULL

<BooleanExpression>IS NULL

<Expression1> の値が NULL の場合
は TRUE を戻します。 それ以外の場
合は、FALSE を戻します。

IS NOT NULL

<BooleanExpression>IS NOT NULL

<Expression1> が NULL でない場合
は TRUE を戻します。 それ以外の場
合は、FALSE を戻します。
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表 47. 論理関数 (続き)
関数

構文

説明

IS NUMERIC

<String> IS NUMERIC または
<Decimal> IS NUMERIC

<String> または <Decimal> の値が数
値データ・タイプに変換できる場合は
TRUE を戻します。それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IS TRUE

<Expression>IS TRUE

<Expression> の値が true の場合は
TRUE を戻します。 それ以外の場合
は、FALSE を戻します。

IS NOT TRUE

<Expression>IS NOT TRUE

<Expression> の値が true でない場合
は TRUE を戻します。それ以外の場
合は、FALSE を戻します。

1

<Expression> のデータ・タイプは Char、Date、または VarChar でなければならず、また、日付値のフォ
ーマットは CCYY-MM-DD でなければなりません。

数値関数
表 48 に、メインフレーム・ジョブで利用可能な、組み込み数値関数の説明があります。
表 48. 数値関数
関数

構文

説明

ROUND

ROUND(<Expression>,
<Integer_value>)

<Expression> が、小数点の右側の
<Integer_value> 桁まで丸められま
す。 <Integer_value> が負数の場合、
<Expression> は、小数点の左側の
<Integer_value> 桁の絶対値まで丸め
られます。 1,2

1

<Expression> のデータ・タイプは、BINARY または DECIMAL でなければなりません。 (DISPLAY
NUMERIC データ・タイプおよび FLOAT データ・タイプは、フラット・ファイルから読み取られると、
自動的に Decimal タイプに変換されることに注意してください。)
2

<Expression> が NULL の場合、結果は NULL 値になります。

ROUND の例
ROUND 関数を使用して、定数値、単一列値、単純式、または、複合式内の任意の中間値を丸めることが
できます。 10 進データの場合、ROUND 関数は、値を、小数点の右側または左側で丸めます。バイナリ
ー・データの場合は、値を小数点の左側で丸めます。
<Integer_value> の絶対値が小数点の左側の桁数より大きい場合、結果はゼロになります。 <Integer_value>
の絶対値が小数点の右側の桁数より大きい場合は、丸めは行われません。 <Expression> が BINARY デー
タ・タイプで、<Integer_value> が正の数である場合、丸めは行われません。
最初の例は、同じ数が、どのように、ROUND 関数を使用してさまざまな小数点以下の桁数に丸められる
かを示します。
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式

結果

ROUND(876.543,2)

876.54

ROUND(876.543,1)

876.5

ROUND(876.543,0)

877

ROUND(876.543,-1)

880

ROUND(876.543,-2)

900

ROUND(876.543,-3)

1000

ROUND(876.543,-4)

0

次の例は、小数位がゼロの場合に、正の数値および負の数値がどのように丸められるかを示します。
式

結果

ROUND(6.9,0)

7

ROUND(6.1,0)

6

ROUND(-6.1,0)

-6

ROUND(-6.9,0)

-7

最後の例は、ROUND 関数が式の中でどのように作動するかを示します。結果は、式の中で中間値を丸め
るか、結果だけを丸めるかに応じて異なります。 2 つの列の合計を、3 番目の列で乗算するとします。例
えば、次のようになります。
(COL1 + COL2) * COL3

丸めは、結果だけ、COL1 と COL2 の合計だけ、または、3 つの数値および結果に行うことができます。
COL1 は 35.555555、COL2 は 15.55、および COL3 は .555000 とします。 結果は次のように異なりま
す。
式

結果

ROUND((COL1 + COL2) * COL3, 2)

28.36

ROUND(ROUND(COL1 + COL2), 2) * COL3, 2)

28.37

ROUND((ROUND(COL1, 2) + ROUND(COL2, 2)) *
ROUND(COL3, 2), 2)

28.62

ストリング関数
表 49 に、メインフレーム・ジョブで利用可能な、組み込みストリング関数の説明があります。ストリング
には、表示可能文字データが入っていなければなりません。 16 進値 `00'x は、ストリング関数が停止す
る原因になります。
表 49. ストリング関数
関数

構文

説明

AND_BITS

AND_BITS(<String1>, <String2>)

<String1> と <String2> のビット単位
の ANDing の結果である値を戻しま
1
す。

CHARACTER_LENGTH

CHARACTER_LENGTH(<String>)

<String> 内の文字数を戻します。
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2

表 49. ストリング関数 (続き)
関数

構文

説明

LOWER

LOWER(<String>)

小文字に変換された <String> の値を
戻します。2

LPAD

LPAD(<String1>, <StringLength>,
<String2>)

左側に <String2> 文字が埋め込まれた
<String1> からなる <StringLength> 文
字のストリングを戻します。
<String2> が省略された場合は、デフ
ォルトでブランクが埋め込まれます。
3

OR_BITS

OR_BITS(<String1>, <String2>)

<String1> と <String2> のビット単位
の ORing の結果である値を戻しま
す。1

POSITION

POSITION(<String1>IN <String2>)

<String2> 内で <String1> が出現する
最初の位置を戻します。4

RPAD

RPAD(<String1>, <StringLength>,
<String2>)

右側に <String2> 文字が埋め込まれた
<String1> からなる <StringLength> 文
字のストリングを戻します。
<String2> が省略された場合は、デフ
ォルトでブランクが埋め込まれます。
3

SUBSTRING

SUBSTRING(<String>
FROM<StartPosition>)

<StartPosition> で示されるバイトで始
まり、<String> の末尾で終わる
<String> の部分を戻します。5

SUBSTRING

SUBSTRING(<String>
FROM<StartPosition>
FOR<StringLength>)

<StartPosition> で示されるバイトで始
まり、<StringLength> バイト分続く、
または <StringLength> が省略された
場合は <String> の終わりまで続く、
<String> の部分を戻します。5

TRIM

TRIM(<String>)

前後のブランクが削除された <String>
の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(<Character>FROM <String>)

前後両方の <Character> が削除され
た <String> の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(BOTH FROM <String>)

前後両方のブランクが削除された
<String> の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(BOTH<Character>
FROM<String>)

前後両方の <Character> が削除され
た <String> の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(LEADING FROM <String>)

先行ブランクが削除された <String>
の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(LEADING <Character>FROM
<String>)

先行 <Character> が削除された
<String> の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(TRAILING FROM <String>)

末尾ブランクが削除された <String>
の部分を戻します。6

TRIM

TRIM(TRAILING <Character>FROM
<String>)

末尾の <Character> が削除された
<String> の部分を戻します。6

UPPER

UPPER(<String>)

大文字に変換された <String> の値を
戻します。2
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表 49. ストリング関数 (続き)
関数

構文

説明

XOR_BITS

XOR_BITS(<String1>, <String2>)

<String1> と <String2> のビット単位
の排他 OR の結果である値を戻しま
す。1

1

<String1> および <String2> のデータ・タイプは、Char または VarChar でなければなりません。 両方の
引数が Char である場合、結果のデータ・タイプは Char になり、その他の場合は VarChar になります。
両方の引数が NULL 可能でない場合、結果は NULL 可能になりません。その他の場合は NULL 可能にな
ります。結果の精度は、2 つの引数の精度の低いほうと等しくなります。結果の精度によって、処理で使用
されるバイト数、および、関数が戻すバイト数が決まることに注意してください。また、これはビット数で
はなく、バイト数で表されることにも注意してください。引数のいずれかが NULL である場合、関数は
NULL を戻します。
2

<String> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければなりません。

3

<Expression> のデータ・タイプが Char、VarChar、NChar、または NVarChar でない場合、<Expression>
が <StringLength> を最大長として VarChar データ・タイプに変換され、それから埋め込みが行われます。
<Expression> のデータ・タイプが NChar または NVarChar である場合は、<String> のデータ・タイプも
NChar または NVarChar でなければなりません。 <StringLength> はゼロより大きい整数でなければなりま
せん。
4

<String1> および <String2> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければ
なりません。
5

<String> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければなりません。
<StartPosition> および <StringLength> のデータ・タイプは、スケールが 0 の数値でなければなりません。
<String>、<StartPosition>、または <StringLength> が NULL の場合、結果は NULL になります。
<StringLength> がゼロより小か等しい場合、結果は NULL になります。
6

<String> および <Character> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければ
なりません。 <Character> の長さは 1 でなければなりません。

マルチバイト・ストリング関数
表 50 に、メインフレーム・ジョブで利用可能な、マルチバイト・ストリング関数の説明があります。これ
らの関数は、各国語サポート (NLS) が InfoSphere DataStage サーバーの一部としてインストールされてい
る場合にのみ利用可能になります。
表 50. マルチバイト・ストリング関数
関数

構文

説明

CHARACTER_LENGTH_MB

CHARACTER_LENGTH_MB

<String> 内の文字数を戻します。1,2

(<String>)
小文字に変換された <String> の値を
戻します。1

LOWER_MB

LOWER_MB(<String>)

POSITION_MB

POSITION_MB(<String1> IN<String2>) <String2> 内で <String1> が出現する
最初の位置を戻します。2,3
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表 50. マルチバイト・ストリング関数 (続き)
関数

構文

説明

SUBSTRING_MB

SUBSTRING_MB(<String>
FROM<StartPosition>)

<StartPosition> で示される文字で始ま
り、<String> の末尾で終了する
<String> の部分を戻します。4

SUBSTRING_MB

SUBSTRING_MB(<String>
FROM<StartPosition>
FOR<StringLength>)

<StartPosition> で示される文字で始ま
り、<StringLength> 文字分続く
<String> の部分を戻します。4

TRIM_MB

TRIM_MB(<String>)

前後のブランクが削除された <String>
の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(<Character>
FROM<String>)

前後両方の <Character> が削除され
た <String> の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(BOTH FROM <String>)

前後両方のブランクが削除された
<String> の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(BOTH<Character>
FROM<String>)

前後両方の <Character> が削除され
た <String> の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(LEADING FROM <String>) 先行ブランクが削除された <String>
の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(LEADING
<Character>FROM <String>)

先行 <Character> が削除された
<String> の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(TRAILING FROM
<String>)

末尾ブランクが削除された <String>
の部分を戻します。5

TRIM_MB

TRIM_MB(TRAILING
<Character>FROM <String>)

末尾の <Character> が削除された
<String> の部分を戻します。5

UPPER_MB

UPPER_MB(<String>)

大文字に変換された <String> の値を
戻します。1

1

<String> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければなりません。

2

これらの関数の数値は、バイト数ではなく、文字数で表されます。埋め込み SHIFT-OUT キーまたは
SHIFT-IN キーは無視されます。
3

<String1> および <String2> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければ
なりません。
4

<String> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければなりません。
<StartPosition> および <StringLength> のデータ・タイプは、スケールが 0 の数値でなければなりません。
<String>、<StartPosition>、または <StringLength> が NULL の場合、結果は NULL になります。
<StringLength> がゼロより小か等しい場合、結果は NULL になります。
5

<String> および <Character> のデータ・タイプは Char、VarChar、NChar、または NVarChar でなければ
なりません。 <Character> の長さは 1 でなければなりません。

LPAD および RPAD の例
LPAD および RPAD ストリング埋め込み文字関数は、文字データを右揃えする、または、正しい形式で日
付ストリングを構成するのに便利です。例えば、整数フィールドを、幅が 9 文字の右揃え文字フィールド
に変換したいとします。この場合、LPAD 関数を、次に示す式で使用します。
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LPAD(ItemData.quantity,9)

別の例では、年、月、および日のそれぞれの整数フィールドを、YYYY-MM-DD の日付形式の文字フィール
ドに変換します。文字フィールドの月と日の部分には、月と日の整数値が 2 桁より少ない場合は、先行ゼ
ロが入っていなければなりません。この場合、RPAD 関数を、次に示す式で使用します。
CAST(Item.Data.ship_year AS CHAR(4))||
LPAD(ItemData.ship_month,2,’0’)||’-’||
LPAD(ItemData.ship_day,2,’0’)

DECIMAL(5,2) 値を、10 文字の幅に右揃えするには、次のように LPAD 関数を指定します。
LPAD(value,10)

これによって、次のような結果が得られます。
値

結果

12.12

12.12

100.00

100.00

-13.13

-13.13

-200.00

-200.00

正数に正符号を付けるには、式を次のように指定します。
IF value > 0
THEN LPAD(’+’ || CAST(value AS VARCHAR(6)),10)
ELSE LPAD(value,10)
END

結果は、次のようになります。
値

結果

12.12

+12.12

100.00

+100.00

-13.13

-13.13

-200.00

-200.00

SUBSTRING ルール
SUBSTRING 関数および SUBSTRING_MB 関数は、SQL3 ガイドラインにしたがって、サブストリングの
抽出を実行します。 処理は同一ですが、方向が異なります。文字指向のサブストリング抽出を実行すると
きは、SUBSTRING_MB 関数を使用してください。この関数はマルチバイト文字を処理しますので、スト
リングにマルチバイト文字データが入っている場合は、この関数を使用してください。バイト指向のサブス
トリング抽出を行うときは、SUBSTRING 関数を使用してください。
SUBSTRING 関数は COBOL ステートメントを使用してインプリメントされており、SUBSTRING_MB 関
数は、ランタイム・ライブラリー・ルーチンへの呼び出しとしてインプリメントされています。このこと
は、バイト指向の SUBSTRING 関数のほうが、文字指向の SUBSTRING_MB 関数よりもパフォーマンス
が優れているという含意があります。
<StartPosition> または暗黙の終了位置が <String> の境界の外側にある場合、これらの関数は境界内の部分
だけを戻します。例えば、次のようになります。
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SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 1)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 0)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -1)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -2)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -3)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 1 FOR 4)

returns ’ABCD’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 0 FOR 4)

returns ’ABC’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -1 FOR 4)

returns ’AB’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -2 FOR 4)

returns ’A’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -3 FOR 4)

returns ’’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 1 FOR 23)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM 0 FOR 23)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -1 FOR 23)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -2 FOR 23)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -3 FOR 23)

returns ’ABCDE’

SUBSTRING(’ABCDE’ FROM -21 FOR 23)

returns ’A’

オペレーター
演算子は、1 つ以上の式 (オペランド) を処理します。InfoSphere DataStage メインフレーム・ジョブは、
以下のタイプのオペレーターをサポートします。
v 算術演算子
v ストリング結合演算子
v 関係演算子
v 論理演算子
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。具体的には、AND は OR より高い優先順位を持ちま
す。重複した括弧がある場合は、検査の後で削除されます。これは、フラット・ファイル・ソース・ステー
ジの制約、リレーショナル・ソース・ステージの WHERE 節、結合条件、およびルックアップ条件に適用
されます。例えば、次の式を定義したとします。
(A AND B) OR (C AND D)

InfoSphere DataStage は、このケースでは、すべての括弧を削除します。これは、まず、A AND B を評価
し、次に C AND D を評価し、最後に、この 2 つの結果を比較するからです。式は、次のようになります。
A AND B OR C AND D

ただし、次のような式を定義した場合、
A AND (B OR C) AND D

ここでは、InfoSphere DataStage は、括弧を削除しません。これは、式 (B OR C) の結果が最初に評価され
るからです。
210 ページの表 51 に、メインフレーム・ジョブで使用できるオペレーターおよびその位置の説明がありま
す。
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表 51. メインフレーム・ジョブ・オペレーター
オペレーター

定義

式エディター

式グリッド

(

左括弧

U

U

)

右括弧

U

U

||

連結

U

<

より小さい

U

U

>

より大きい

U

U

<=

以下

U

U

>=

以上

U

U

=

等しい

U

U

<>

等しくない

U

U

AND

ANDing する

U

U

OR

Oring する

U

U

NOT

Not

U

BETWEEN

次の範囲に含まれる

U

U

NOT BETWEEN

次の範囲に含まれない

U

U

IN

検索対象

U

U

NOT IN

検索対象でない

U

U

IS NULL

NULL

U

U

IS NOT NULL

非 NULL

U

U

+

加算

U

-

減算

U

*

乗算

U

/

除算

U

パラメーター
ジョブ・パラメーターは、処理変数を表します。ジョブ・パラメーターは、「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」ページで定義、編集、および削除されます。実パラメーター値は別の
ファイルに入れられ、このファイルはメインフレームにアップロードされて、ジョブが実行されるときにア
クセスされます。
ジョブ・パラメーターは、列の出力仕様および制約で使用できます。ジョブ・パラメーターは、式エディタ
ーの中の、Business Rule ステージの「定義」タブ、アクティブ・ステージの「マッピング」タブ、
Complex Flat File、Delimited Flat File、Fixed-width Flat File、IMS、Multi-format Flat File、および External
Source の各ステージの制約グリッドで使用できます。
Relational ステージおよび Teradata Relational ステージでは、ジョブ・パラメーターを「Input」ページの
「Where」タブで使用できますが、「Output」ページの「Where」タブでは使用できません。これは、ステ
ージがターゲットとして使用される場合にのみ、ジョブ・パラメーターを使用できるからです。ジョブ・パ
ラメーターを Relational または Teradata Relational の各ソース・ステージの SQL SELECT ステートメン
トで使用する必要がある場合は、ユーザーのジョブ・デザイン内の Relational または Teradata Relational
ステージの後に Transformer ステージを追加し、ソース列をジョブ・パラメーターと比較する制約を定義し
てください。ソース列とジョブ・パラメーターは同じデータ・タイプと長さでなければならず、さらに、暗
黙または明示指定のキャストが起きてはならず、SQL SELECT ステートメント内に ORDER BY 節があっ
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てはなりません。これらの要件が満たされた場合、InfoSphere DataStage は、制約を SELECT ステートメ
ントにプッシュして戻し、さらに、フィルタリングがデータベースによって実行されます。
ソース列とジョブ・パラメーターが同じデータ・タイプと長さでない場合は、以下の技法のいずれかを使用
して変換できます。
v ジョブ・パラメーターと同じデータ・タイプと長さを持つ算出列を Relational ステージまたは Teradata
Relational ステージに作成する。元の列を正しいデータ・タイプと長さに変換する DB2 関数または
Teradata 関数のどちらかを使用して、算出列用の式を定義します。これで、Transformer ステージの制約
で算出列を使用できます。
v ジョブ・パラメーターを、Relational または Teradata Relational のソース列のデータ・タイプと長さに変
換する。cast 関数を使用して、ジョブ・パラメーターを、Transformer ステージの制約にある正しいデー
タ・タイプと長さに変換します。コードが生成されると、EXEC SQL ステートメントには、WHERE 節
にジョブ・パラメーターが追加されます。

ルーチン
メインフレーム・ジョブでは、ルーチンが、InfoSphere DataStage の外部のライブラリーに存在する
COBOL 関数を指定します。メインフレーム・ルーチンは、リポジトリーのルーチン・フォルダーに保管さ
れており、そのリポジトリーで、ユーザーは「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスを使用し
て、メインフレーム・ルーチンを作成、表示、または編集できます。ルーチンの作成について詳しくは、
124 ページの『External Routine ステージ』を参照してください。

変数
変数は、値をメモリーに一時的に保管するために使用されます。このようにすると、値を一連の処理で使用
できます。こうすると、要件が変わるにしたがって変数の値を簡単に変更できるので、プログラミング時間
を節約できます。
組み込みジョブ変数については、表 52 に説明があります。また、ユーザーは、Transformer ステージおよ
び Business Rule ステージで、独自の変数を宣言して使用できます。そのような変数は、変数が宣言されて
いる Transformer ステージまたは Business Rule ステージからのみアクセスできます。ローカル・ステージ
変数の宣言について詳しくは、 167 ページの『Transformer ステージ』 および 117 ページの『Business
Rule ステージ』 を参照してください。
表 52 には、メインフレーム・ジョブで使用できる組み込み変数の説明があります。
表 52. メインフレーム・ジョブの変数
変数

定義

linkname.REJECTEDCODE

リジェクトされなかった場合、InfoSphere DataStage エラ
ー・コードまたは DSE_NOERROR を戻します。

linkname.DBMSCODE

DBMS エラー・コードを戻します。

ENDOFDATA

データの最後の行が処理された場合は TRUE を戻し、デ
ータの最後の行が処理されなかった場合は FALSE を戻し
ます。

SQLCA.SQLCODE

データが出力リンクに正常に書き込まれた場合は 0 を戻
します。ゼロ以外の値はエラーを表します。
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REJECTEDCODE および DBMSCODE
これらの変数は Transformer ステージでのみ利用可能です。これらの変数は、すべての出力リンク (実行順
序の最初のリンクを除く) について、式エディターの変数の分岐の下に表示されます。これらは、既に実行
されているリンクの結果を確認するために使用されます。例えば、出力リンクを 3 つ使用している場合
は、最後の 2 つだけが、結果を評価するために使用できます。2 番目のリンクは最初のリンクの結果を確
認し、3 番目のリンクは最初の 2 つのリンクの結果を確認します。出力リンクを再配列して要件を満たす
ようにするには、トランスフォーマー・エディターのツールバーの「出力リンク実行順序」ボタンをクリッ
クします。
制約式で変数 REJECTEDCODE を使用する方法には、以下の 3 つの方法があります。
v link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXCONSTRAINT の場合、link1 のデータは制約を満たしません。この式は、
ジョブ・デザイン内で、Transformer ステージの後にいずれかのステージ・タイプが続く場合に使用でき
ます。
v link1.REJECTEDCODE = DSE_NOERROR の場合は、ジョブ・デザイン内で、Transformer ステージに続くス
テージ・タイプがどのタイプであるかに関係なく、link1 の制約が満たされています。 ただし、この式
が、ジョブ・デザイン内で Relational ステージが Transformer ステージの後に続いているジョブで使用
されている場合は、link1 の制約が満たされているだけでなく、行が正常にデータベースに挿入または更
新されたことを表します。
v link1.REJECTEDCODE = DSE_TRXLINK の場合、行が次のステージ (すなわち Relational ステージ) によっ
てリジェクトされています。 DBMSCODE の値をチェックして、エラーの原因を見つけてください。
Transformer ステージの制約における REJECTEDCODE および DBMSCODE の使用方法について詳しく
は、 179 ページの『制約の定義とリジェクトの処理』を参照してください。

ENDOFDATA
ENDOFDATA は以下の場所で使用できます。
v Transformer ステージの出力列の出力仕様
v Transformer ステージのステージ変数の出力仕様
v Transformer ステージの制約式
v Business Rule ステージの SQL ビジネス・ルール・ロジック
v Lookup ステージのプレルックアップ条件式
ENDOFDATA の構文は、式のタイプによって異なります。列およびステージ変数の出力仕様の場合は、次
に示すように、IS TRUE または IS FALSE 論理関数を使用して ENDOFDATA をテストします。
IF ENDOFDATA IS TRUE THEN ’B’ ELSE ’A’ END
IF ENDOFDATA IS FALSE THEN ’B’ ELSE ’A’ END

制約式、SQL ビジネス・ルール・ロジック、およびプレルックアップ条件の場合は、以下の構文を使用し
ます。
ENDOFDATA IS TRUE
ENDOFDATA IS FALSE

ENDOFDATA をテストするために数式を使用しないでください。
データ終了インジケーターがアクティブ・ステージに渡された場合、その処理方法はステージのタイプによ
って異なります。 Transformer、Business Rule、Link Collector、および Lookup の各ステージでは、データ
の終わりの行は、その他の行と同じ方法で処理されます。 Join、Aggregator、Sort、および External Routine
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の各ステージでは、データの終わりの行は、残りのデータと一緒に処理されずに、単にステージをパススル
ーします。データの終わりの行は、Lookup ステージへの参照リンク、および Join ステージへの内部リン
クでは無視されます。

SQLCA.SQLCODE
SQLCA.SQLCODE は、次のように、ENDOFDATA と同じ場所で使用できます。
v Transformer ステージの出力列の出力仕様
v Transformer ステージのステージ変数の出力仕様
v Transformer ステージの制約式
v Business Rule ステージの SQL ビジネス・ルール・ロジック
v Lookup ステージのプレルックアップ条件式
通常、この変数は、データが出力リンクに正常に書き込まれたかどうかを判別するために使用されます。
Business Rule ステージでは、ビジネス・ルール・ロジック内の INSERT ステートメントの後に
SQLCA.SQLCODE を追加して、Relational ステージへの出力リンクが成功したかどうかをチェックしま
す。また、これは、ルックアップの失敗を検出するためにも使用できます。この場合、出力リンクへの
INSERT を実行する前に、SQLCA.SQLCODE の値をチェックしてください。
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第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング
この付録では、InfoSphere DataStage MVS エディションでサポートされているデータ・タイプ、可能なデ
ータ・タイプ・マッピング、および、データ・タイプ・マッピングをインプリメントする方法について説明
します。

データ・タイプの定義
表 53 には、InfoSphere DataStage MVS エディションでサポートされているデータ・タイプの説明がありま
す。
表 53. InfoSphere DataStage MVS エディションのデータ・タイプ
データ・タイプ

説明

精度

スケール

日付マスク

Char

文字のストリング

文字の数

ゼロ

長さ ≤ 精度の任意の
日付マスク

VarChar

2 バイトの 2 進整数
と文字のストリング

ストリング内の最大文 ゼロ
字数

なし

NChar

DBCS 文字のストリ
ング

文字の数

ゼロ

なし

NVarChar

2 バイトの 2 進整数
と DBCS 文字のスト
リング

ストリング内の最大文 ゼロ
字数

なし

SmallInt

2 バイトの 2 進整数

10 進桁数 (1 ≤ n ≤
4)

ゼロ

なし

Integer

4 バイトの 2 進整数

10 進桁数 (5 ≤ n ≤
9)

ゼロ

長さ ≤ 精度の任意の
数値日付マスク

Decimal

パック 10 進数フォー 10 進桁数 (1 ≤ n ≤
マットの数値、符号付 18)1
きまたは符号なし

小数点の右側の桁数
(0 ≤ n ≤ 18)1

スケール = 0 の場
合、長さ ≤ 精度の任
意の数値日付マスク。
スケール > 0 の場
合、なし

Date

2 バイトの 2 進数が
3 つ (CCYY、MM、
DD を表す)

10

ゼロ

なし (デフォルトの日
付形式を採用)

Time

2 バイトの 2 進数が
3 つ (HH、MM、SS
を表す)

8

ゼロ

なし

Timestamp

2 バイトの 2 進数が
6 つ (CCYY、MM、
DD、HH、MM、SS
を表す) および 4 バ
イトの 2 進数 (マイ
クロ秒を表す)

26

ゼロ

なし

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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1

プロジェクト・プロパティーで「拡張 10 進数をサポート」が選択された場合、精度とスケールは、指定
された最大 10 進数サイズになります。

データ・タイプのマッピング
表 54 に、InfoSphere DataStage MVS エディションで許可されているデータ・タイプのマッピング、およ
び、変換に使用される技法が示されています。COBOL は、MOVE または COMPUTE などの 1 つ以上の
COBOL ステートメントを表します。DSXX2YY は、あるデータ・タイプから別のデータ・タイプに値を変
換するランタイム・ライブラリーの中の関数を表します。これらの変換技法について詳しくは、 217 ページ
の『データ・タイプ・マッピングのインプリメンテーション』を参照してください。
表 54. InfoSphere DataStage MVS エディションのデータ・タイプ・マッピング
ターゲット
ソース

Char

Var
Char

Small
Int

Integer

Decimal

Date

Char

COBOL

COBOL

DSC2SI

DSC2I

DSC2D

DSC2DT DSC2TM DSC2TS

VarChar

COBOL

COBOL

DSC2SI

DSC2I

DSC2D

DSC2DT DSC2TM DSC2TS

NChar

NVar
Char

NChar

COBOL

COBOL

NVarChar

COBOL

COBOL

Time

SmallInt

DSSI2C

DSSI2C

COBOL

COBOL

COBOL

Integer

DSI2C

DSI2C

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Decimal

DSD2C

DSD2C

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Date

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Time

COBOL

COBOL

COBOL

COBOL

Timestamp COBOL

COBOL

COBOL

Timestamp

COBOL

COBOL
COBOL

処理ルール
NULL 可能ソースを非 NULL 可能ターゲットにマッピングすることは許可されています。ただし、ソース
値をターゲットに割り当てることは、ソース値が実際に NULL でない場合にのみ許可されます。これが
NULL である場合、メッセージがプロセス・ログに書き込まれ、プログラム実行は停止されます。
COBOL MOVE ステートメントおよび COMPUTE ステートメントが割り当て中に使用される場合、これ
らのステートメントに関する通常の COBOL ルールが適用されます。これには、データ・フォーマットの
変換、切り捨て、およびスペース充てんルールが含まれます。
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データ・タイプ・マッピングのインプリメンテーション
表 55 から 225 ページの表 64 に、データ・タイプ・マッピングが InfoSphere DataStage MVS エディショ
ンでインプリメントされる方法の説明があります。
表 55. Char データ・タイプのマッピング
Char ソース

インプリメンテーション

Char > Char

COBOL ステートメント - ソースがターゲットに移動さ
れます。ターゲットの長さがソースの長さより小さい場合
は、切り捨てが起こります。ターゲットの長さがソースの
長さより大きい場合は、ターゲットにスペースが埋め込ま
れます。

Char > VarChar

COBOL ステートメント - Char 値が VarChar 値に移動
されます。 VarChar の最大長が Char の長さより小さい
場合は、切り捨てが起こります。 VarChar の長さは、
Char の長さまたは VarChar の最大長の小さいほうに設定
されます。

Char > NChar

このマッピングは許可されません。

Char > NVarChar

このマッピングは許可されません。

Char > SmallInt

DSC2SI - 文字ストリングを短精度整数に変換します。
Char に次のパターンの整数ストリングがあるか、スキャ
ンされます。ゼロ以上のスペース、オプションの正符号
(+) または負符号 (-)、1 つ以上の小数桁数、ゼロ以上の
スペース。予期しない文字が見つかるとパターンが中断さ
れ、その数値のスキャンは終了されます。小数桁数が見つ
かる前にスキャンが終了された場合は、ゼロが SmallInt
に割り当てられます。数値が大きすぎて SmallInt に収ま
らない場合は、上位の桁が切り捨てられます。

Char > Integer

DSC2I - 文字ストリングを整数に変換します。Char に次
のパターンの整数ストリングがあるか、スキャンされま
す。ゼロ以上のスペース、オプションの正符号 (+) また
は負符号 (-)、1 つ以上の小数桁数、ゼロ以上のスペー
ス。予期しない文字が見つかるとパターンが中断され、そ
の数値のスキャンは終了されます。小数桁数が見つかる前
にスキャンが終了された場合は、ゼロが Integer に割り当
てられます。数値が大きすぎて Integer に収まらない場合
は、上位の桁が切り捨てられます。

第 8 章 データ・タイプの定義およびマッピング

217

表 55. Char データ・タイプのマッピング (続き)
Char ソース

インプリメンテーション

Char > Decimal

DSC2D - 文字ストリングをパック 10 進数に変換しま
す。 Char がスキャンされ、次のパターンの 10 進数スト
リングの有無がチェックされます。ゼロ以上のスペース;
オプションの正符号 (+) または負符号 (-); 次のいずれか:
(a) 1 つ以上の小数桁数、(b) 1 つ以上の小数桁数、小数
点、および 1 つ以上の小数桁数、または (c) 小数点およ
び 1 つ以上の小数桁数; および、最後にゼロ以上のスペ
ース。 予期しない文字が見つかるとパターンが中断さ
れ、その数値のスキャンは終了されます。小数桁数が見つ
かる前にスキャンが終了された場合は、ゼロが Decimal
に割り当てられます。数値が大きすぎて Decimal に収ま
らない場合は、上位の桁が切り捨てられます。 Decimal
のスケールに指定された桁数よりも多くの桁数が Char の
小数点の右側にある場合は、スケールに指定された桁数だ
けが使用されます。

Char > Date

DSC2DT - 文字ストリングを日付に変換します。 Char の
長さは少なくとも 10 で、デフォルトの日付形式と一貫性
があり、Char 領域に左寄せされていなければなりませ
ん。 (区切り文字はダッシュでなくてもかまいません。)

Char > Time

DSC2TM - 文字ストリングを時刻に変換します。 Char
は、時刻形式 HH:MM:SS で、Char 領域で左寄せされて
いなければなりません。 (区切り文字はピリオドでなくて
もかまいません。)

Char > Timestamp

DSC2TS - 文字ストリングをタイム・スタンプに変換しま
す。 Char は、タイム・スタンプ形式 CCYY-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN で、Char 領域で左寄せされていなけ
ればなりません。 (区切り文字は、ダッシュまたはピリオ
ドでなくてもかまいません。)

表 56. VarChar データ・タイプのマッピング
VarChar ソース

インプリメンテーション

VarChar > Char

COBOL ステートメント - 実 VarChar 値が Char に移動
されます。 VarChar の実際の長さが Char の長さより大
きい場合は、切り捨てが起こります。 Char の長さが
VarChar の実際の長さより大きい場合は、Char にスペー
スが埋め込まれます。

VarChar > VarChar

COBOL ステートメント - ソース値が、ターゲット値に
移動されます。ソースの実際の長さがターゲットの最大長
より大きい場合は、切り捨てが起こります。ターゲットの
長さは、ソースの実際の長さまたはターゲットの最大長の
小さいほうに設定されます。

VarChar > NChar

このマッピングは許可されません。

VarChar > NVarChar

このマッピングは許可されません。
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表 56. VarChar データ・タイプのマッピング (続き)
VarChar ソース

インプリメンテーション

VarChar > SmallInt

DSC2SI - 文字ストリングを短精度整数に変換します。
VarChar に次のパターンの整数ストリングがあるか、スキ
ャンされます。ゼロ以上のスペース、オプションの正符号
(+) または負符号 (-)、1 つ以上の小数桁数、ゼロ以上の
スペース。予期しない文字が見つかるとパターンが中断さ
れ、その数値のスキャンは終了されます。小数桁数が見つ
かる前にスキャンが終了された場合は、ゼロが SmallInt
に割り当てられます。数値が大きすぎて SmallInt に収ま
らない場合は、上位の桁が切り捨てられます。

VarChar > Integer

DSC2I - 文字ストリングを整数に変換します。VarChar に
次のパターンの整数ストリングがあるか、スキャンされま
す。ゼロ以上のスペース、オプションの正符号 (+) また
は負符号 (-)、1 つ以上の小数桁数、ゼロ以上のスペー
ス。予期しない文字が見つかるとパターンが中断され、そ
の数値のスキャンは終了されます。小数桁数が見つかる前
にスキャンが終了された場合は、ゼロが Integer に割り当
てられます。数値が大きすぎて Integer に収まらない場合
は、上位の桁が切り捨てられます。

VarChar > Decimal

DSC2D - 文字ストリングをパック 10 進数に変換しま
す。 VarChar がスキャンされ、次のパターンの 10 進数
ストリングの有無がチェックされます。ゼロ以上のスペー
ス; オプションの正符号 (+) または負符号 (-); 次のいず
れか: (a) 1 つ以上の小数桁数、(b) 1 つ以上の小数桁数、
小数点、および 1 つ以上の小数桁数、または (c) 小数点
および 1 つ以上の小数桁数; および、最後にゼロ以上の
スペース。 予期しない文字が見つかるとパターンが中断
され、その数値のスキャンは終了されます。小数桁数が見
つかる前にスキャンが終了された場合は、ゼロが Decimal
に割り当てられます。数値が大きすぎて Decimal に収ま
らない場合は、上位の桁が切り捨てられます。 Decimal
のスケールに指定された桁数よりも多くの桁数が Char の
小数点の右側にある場合は、スケールに指定された桁数だ
けが使用されます。

VarChar > Date

DSC2DT - 文字ストリングを日付に変換します。VarChar
は、デフォルトの日付形式と一貫性があり、VarChar 領域
で左寄せされていなければなりません。 (区切り文字はダ
ッシュでなくてもかまいません。)

VarChar > Time

DSC2TM - 文字ストリングを時刻に変換します。
VarChar は、時刻形式 HH:MM:SS で、VarChar 領域で左
寄せされていなければなりません。 (区切り文字はピリオ
ドでなくてもかまいません。)

VarChar > Timestamp

DSC2TS - 文字ストリングをタイム・スタンプに変換しま
す。 VarChar は、タイム・スタンプ形式 CCYY-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN で、VarChar 領域で左寄せされてい
なければなりません。 (区切り文字は、ダッシュまたはピ
リオドでなくてもかまいません。) 小数点の右側には、0
から 6 桁までの数字を入れることができます。数字がな
い場合は、小数点があってはなりません。
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表 57. NChar データ・タイプのマッピング
NChar ソース

インプリメンテーション

NChar > Char

このマッピングは許可されません。

NChar > VarChar

このマッピングは許可されません。

NChar > NChar

COBOL ステートメント - ソースがターゲットに移動さ
れます。ターゲットの長さがソースの長さより小さい場合
は、切り捨てが起こります。ターゲットの長さがソースの
長さより大きい場合は、ターゲットにスペースが埋め込ま
れます。

NChar > NVarChar

COBOL ステートメント - NChar 値が NVarChar 値に移
動されます。 NVarChar の最大長が NChar の長さより小
さい場合は、切り捨てが起こります。 NVarChar の長さ
は、NChar の長さまたは NVarChar の最大長の小さいほ
うに設定されます。

NChar > SmallInt

このマッピングは許可されません。

NChar > Integer

このマッピングは許可されません。

NChar > Decimal

このマッピングは許可されません。

NChar > Date

このマッピングは許可されません。

NChar > Time

このマッピングは許可されません。

NChar > Timestamp

このマッピングは許可されません。

表 58. NVarChar データ・タイプのマッピング
NChar ソース

インプリメンテーション

NVarChar > Char

このマッピングは許可されません。

NVarChar > VarChar

このマッピングは許可されません。

NVarChar > NChar

COBOL ステートメント - 実 NVarChar 値が NChar に移
動されます。 NVarChar の実際の長さが NChar の長さよ
り大きい場合は、切り捨てが起こります。 NChar の長さ
が NVarChar の実際の長さより大きい場合は、NChar に
スペースが埋め込まれます。

NVarChar > NVarChar

COBOL ステートメント - ソース値が、ターゲット値に
移動されます。ソースの実際の長さがターゲットの最大長
より大きい場合は、切り捨てが起こります。ターゲットの
長さは、ソースの実際の長さまたはターゲットの最大長の
小さいほうに設定されます。

NVarChar > SmallInt

このマッピングは許可されません。

NVarChar > Integer

このマッピングは許可されません。

NVarChar > Decimal

このマッピングは許可されません。

NVarChar > Date

このマッピングは許可されません。

NVarChar > Time

このマッピングは許可されません。

NVarChar > Timestamp

このマッピングは許可されません。
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表 59. SmallInt データ・タイプのマッピング
SmallInt ソース

インプリメンテーション

SmallInt > Char

DSSI2C - 短精度整数を文字ストリングに変換します。
SmallInt が数字のストリングに変換されます (数字が負の
場合は、先頭文字に負符号 (-) が付きます)。 このストリ
ングは、Char 領域内で左寄せされます。ストリングの長
さが Char 領域の長さより小さい場合は、スペースが使用
されて右側が埋め込まれます。ストリングの長さが Char
領域の長さより大きい場合は、上位桁が切り捨てられま
す。

SmallInt > VarChar

DSSI2C - 短精度整数を文字ストリングに変換します。
SmallInt が数字のストリングに変換されます (数字が負の
場合は、先頭文字に負符号 (-) が付きます)。 このストリ
ングは、VarChar 領域内で左寄せされます。ストリングの
長さが VarChar 領域の長さより大きい場合は、上位桁が
切り捨てられます。

SmallInt > NChar

このマッピングは許可されません。

SmallInt > NVarChar

このマッピングは許可されません。

SmallInt > SmallInt

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。

SmallInt > Integer

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。

SmallInt > Decimal

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。 SmallInt の値が、Decimal の最大より大きいか最
小より小さい場合は、警告メッセージがプロセス・ログに
出力されます。

SmallInt > Date

このマッピングは許可されません。

SmallInt > Time

このマッピングは許可されません。

SmallInt > Timestamp

このマッピングは許可されません。

表 60. Integer データ・タイプのマッピング
Integer ソース

インプリメンテーション

Integer > Char

DSI2C - 整数を文字ストリングに変換します。 Integer が
数字のストリングに変換されます (数字が負の場合は、先
頭文字に負符号 (-) が付きます)。 このストリングは、
Char 領域内で左寄せされます。ストリングの長さが Char
領域の長さより小さい場合は、スペースが使用されて右側
が埋め込まれます。ストリングの長さが Char 領域の長さ
より大きい場合は、上位桁が切り捨てられます。

Integer > VarChar

DSI2C - 整数を文字ストリングに変換します。 Integer が
数字のストリングに変換されます (数字が負の場合は、先
頭文字に負符号 (-) が付きます)。 このストリングは、
VarChar 領域内で左寄せされます。ストリングの長さが
VarChar 領域の長さより大きい場合は、上位桁が切り捨て
られます。

Integer > NChar

このマッピングは許可されません。

Integer > NVarChar

このマッピングは許可されません。
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表 60. Integer データ・タイプのマッピング (続き)
Integer ソース

インプリメンテーション

Integer > SmallInt

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。整数値が、SmallInt の最大より大きいか最小より小
さい場合は、警告メッセージがプロセス・ログに出力され
ます。

Integer > Integer

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。

Integer > Decimal

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。整数値が、Decimal の最大より大きいか最小より小
さい場合は、警告メッセージがプロセス・ログに出力され
ます。

Integer > Date

COBOL ステートメント - Integer が日付マスクを使用し
ている場合、マスクにしたがって Date が Integer から計
算されます。 Integer が日付マスクを使用していない場合
は、Integer は日番号 (日は、日番号 1 を表す 0001-01-01
から順次に番号付けされる) を表すものと見なされ、Date
に変換されます。

Integer > Time

COBOL ステートメント - Integer は、秒数を表すと見な
され (秒は、真夜中の 00.00.00 が 0、00.00.01 が 1 のよ
うに順次に番号付けされる)、Time に変換されます。

Integer > Timestamp

このマッピングは許可されません。

表 61. Decimal データ・タイプのマッピング
Decimal ソース

インプリメンテーション

Decimal > Char

DSD2C - Decimal を文字ストリングに変換します。スト
リングは Char 領域で左寄せされ、次のフォーマットを使
用します。数字が負の場合は負符号 (-) の後にゼロ以上の
10 進数が続き、また、パック 10 進数が非ゼロのスケー
ル値を使用している場合は、小数点と「スケール」桁数が
続きます。ストリングの長さが Char 領域の長さより小さ
い場合は、スペースが使用されて右側が埋め込まれます。
ストリングの長さが Char 領域の長さより大きい場合は、
上位桁が切り捨てられます。

Decimal > VarChar

DSD2C - Decimal を文字ストリングに変換します。スト
リングは VarChar 領域で左寄せされ、次のフォーマット
を使用します。数字が負の場合は負符号 (-) の後にゼロ以
上の 10 進数が続き、また、パック 10 進数が非ゼロのス
ケール値を使用している場合は、小数点と「スケール」桁
数が続きます。ストリングの長さが VarChar 領域の最大
長より大きい場合は、上位桁が切り捨てられます。

Decimal > NChar

このマッピングは許可されません。

Decimal > NVarChar

このマッピングは許可されません。

Decimal > SmallInt

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。 Decimal の値が、SmallInt の最大より大きいか最
小より小さい場合は、警告メッセージがプロセス・ログに
出力されます。
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表 61. Decimal データ・タイプのマッピング (続き)
Decimal ソース

インプリメンテーション

Decimal > Integer

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。 Decimal の値が、Integer の最大より大きいか最小
より小さい場合は、警告メッセージがプロセス・ログに出
力されます。

Decimal > Decimal

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。ソース Decimal の値が、ターゲット Decimal の最
大より大きいか最小より小さい場合は、警告メッセージが
プロセス・ログに出力されます。

Decimal > Date

COBOL ステートメント - Decimal が日付マスクを使用
している場合、マスクにしたがって Date が Decimal か
ら計算されます。 Decimal が日付マスクを使用していな
い場合は、Decimal は日番号 (日は、日番号 1 を表す
0001-01-01 から順次に番号付けされる) を表すものと見な
され、Date に変換されます。

Decimal > Time

COBOL ステートメント - このマッピングは、Decimal
を、真夜中からの秒数を表す Time に変換します。
Decimal の精度は少なくとも 5 でなければなりません
(例えば、0 は真夜中を表す 00.00.00 になり、61 は
00.01.01 になり、86399 は 23.59.59 になります)。

Decimal > Timestamp

COBOL ステートメント - このマッピングは、Decimal
を、0001-01-01 の真夜中からの秒数を表す Timestamp に
変換します。 Decimal の精度は少なくとも 18、または、
拡張 10 進数サポートが選択された場合は、プロジェク
ト・プロパティーに指定された最大サイズでなければなり
ません。ミリ秒を含める場合は、Decimal のスケールは 6
を超えてはなりません。

表 62. Date データ・タイプのマッピング
Date ソース

インプリメンテーション

Date > Char

COBOL ステートメント - Char が日付マスクを使用して
いる場合は、そのフォーマットにしたがって、Date がフ
ォーマット設定され、Char 領域に入れられます。ターゲ
ットが日付マスクを使用していない場合は、Char の長さ
は少なくとも 10 でなければならず、Date は、デフォル
トの日付形式にしたがってフォーマット設定されて Char
領域に入れられます。 Char 領域が、日付マスクにしたが
った場合に必要な長さより大きい場合、Date は Char 領
域で左寄せされ、右側がスペースで埋め込まれます。

Date > VarChar

COBOL ステートメント - VarChar の最大長は、少なく
とも 10 でなければなりません。 Date はデフォルトの日
付形式にしたがってフォーマット設定されて、VarChar 領
域に入れられます。

Date > NChar

このマッピングは許可されません。

Date > NVarChar

このマッピングは許可されません。

Date > SmallInt

このマッピングは許可されません。
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表 62. Date データ・タイプのマッピング (続き)
Date ソース

インプリメンテーション

Date > Integer

COBOL ステートメント - Integer が日付マスクを使用し
ている場合、Date は Integer に移動され、マスクにした
がってフォーマット設定されます。Integer が日付マスク
を使用していない場合は、Date は、日番号 (日は、日番
号 1 を表す 0001-01-01 から順次に番号付けされる) を表
す Integer に変換されます。

Date > Decimal

COBOL ステートメント - Decimal が日付マスクを使用
している場合、Date は Decimal に移動され、マスクにし
たがってフォーマット設定されます。 Decimal が日付マ
スクを使用していない場合は、Date は日番号 (日は、日
番号 1 を表す 0001-01-01 から順次に番号付けされる) に
変換されます。日番号が、ターゲット Decimal の最大よ
り大きいか最小より小さい場合は、警告メッセージがプロ
セス・ログに出力されます。

Date > Date

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。

Date > Time

このマッピングは許可されません。

Date > Timestamp

このマッピングは許可されません。

表 63. Time データ・タイプのマッピング
Time ソース

インプリメンテーション

Time > Char

COBOL ステートメント - Time は HH:MM:SS フォーマ
ットにしたがってフォーマット設定され、Char 領域に入
れられます。 Char 領域の長さは少なくとも 8 でなけれ
ばなりません。Char 領域が 8 より大きい場合は、Time
は Char 領域で左寄せされ、右側はスペースで埋め込まれ
ます。

Time > VarChar

COBOL ステートメント - Time は HH:MM:SS フォーマ
ットにしたがってフォーマット設定され、VarChar 領域に
入れられます。 VarChar 領域の最大長は少なくとも 8 で
なければなりません。

Time > NChar

このマッピングは許可されません。

Time > NVarChar

このマッピングは許可されません。

Time > SmallInt

このマッピングは許可されません。

Time > Integer

COBOL ステートメント - このマッピングは、Time を、
真夜中からの秒数を表す Integer に変換します。 (例え
ば、00.00.00 は真夜中を表し 0 になり、00.01.01 は 61
になり、23.59.59 は 86399 になります。)

Time > Decimal

COBOL ステートメント - このマッピングは、Time を、
真夜中からの秒数を表す Decimal に変換します。
Decimal の精度は少なくとも 5 でなければなりません。
(例えば、00.00.00 は真夜中を表し 0 になり、00.01.01 は
61 になり、23.59.59 は 86399 になります。)

Time > Date

このマッピングは許可されません。
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表 63. Time データ・タイプのマッピング (続き)
Time ソース

インプリメンテーション

Time > Time

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。

Time > Timestamp

このマッピングは許可されません。

表 64. Timestamp データ・タイプのマッピング
Timestamp ソース

インプリメンテーション

Timestamp > Char

COBOL ステートメント - Timestamp は CCYY-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN フォーマットにしたがってフォーマ
ット設定され、Char 領域に入れられます。 Char 領域の
長さは少なくとも 26 でなければなりません。Char 領域
の長さが 26 より大きい場合、Timestamp は Char 領域で
左寄せされ、右側がスペースで埋め込まれます。

Timestamp > VarChar

COBOL ステートメント - Timestamp は CCYY-MM-DD
HH:MM:SS.NNNNNN フォーマットにしたがってフォーマ
ット設定され、VarChar 領域に入れられます。 VarChar
領域の最大長は 26 でなければなりません。

Timestamp > NChar

このマッピングは許可されません。

Timestamp > NVarChar

このマッピングは許可されません。

Timestamp > SmallInt

このマッピングは許可されません。

Timestamp > Integer

このマッピングは許可されません。

Timestamp > Decimal

COBOL ステートメント - Timestamp は、0001-01-01 の
真夜中からの秒数を表す浮動小数点値としてフォーマット
設定され、Decimal 領域に入れられます。 Decimal の精
度は 18、または、拡張 10 進数サポートが選択された場
合は、プロジェクト・プロパティーに指定された最大サイ
ズでなければなりません。ミリ秒を含める場合は、
Decimal のスケールは 6 を超えてはなりません。浮動小
数の精度は高いものではありませんから、変換される値の
精度が失われる場合があります。

Timestamp > Date

このマッピングは許可されません。

Timestamp > Time

このマッピングは許可されません。

Timestamp > Timestamp

COBOL ステートメント - ソースをターゲットに移動し
ます。

日付のマッピング
表 65 に、あるフォーマットから別のフォーマットに日付がマッピングされる場合に適用される変換ルール
の一部の説明があります。
表 65. 日付のマッピング
入力フォーマット

出力フォーマット

ルール

例

MMDDYY

DD-MON-CCYY

01 ≤ MM ≤ 12。それ以外の 140199 > 01-UNK-1999
場合、出力は不明 (`UNK')
010120 > 01-JAN-2020
になります
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表 65. 日付のマッピング (続き)
入力フォーマット

出力フォーマット

ルール

例

CCYY

YY

CC が削除されます。

1999 > 99
2020 > 20

YY

CCYY

ジョブ・プロパティーで指
定されている世紀区切り年
によって異なります。YY <
世紀区切り年の場合、CC =
20 で、YY ≥ 世紀区切り年
の場合、CC = 19 です。

世紀区切り年が 30 の場
合、次のようになります。
29 > 2029
30 > 1930

日付マスクがある入力列はすべて Date データ・タイプになり、ジョブ・レベルのデフォルトの日付形式に
変換されます。
月、日、および年を同じフォーマット (すなわち MM を MM、CCYY を CCYY) にマッピングするとき
は、変換は行われません。入力の日付が無効な場合は、出力の日付も無効になります。
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第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ
この付録では、InfoSphere DataStage MVS エディションが、メインフレームのソース・ステージおよびタ
ーゲット・ステージでサポートする、ネイティブ・データ・タイプについて説明します。

ソース・ステージ
表 66 で、Complex Flat File、Fixed-width Flat File、Multi-format Flat File、External Source、および
External の各ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて説明します。
表 66. Complex Flat File、Fixed-width Flat File、Multi-format Flat File、External Source、および External Routine の
各ステージのネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

BINARY

COBOL は、2 進整数の 3 つのサイズ、すなわち、2 バイト、4 バイト、および
8 バイトをサポートします。これらのサイズのそれぞれの COBOL ピクチャーは
S9(p)COMP (p は列定義で指定されている精度) です。 COBOL は、精度が 1 か
ら 4 のときは 2 バイトの 2 進整数を、精度が 5 から 9 のときは 4 バイトの 2
進整数を、精度が 10 から 18 (プロジェクト・プロパティーで拡張 10 進数サポ
ートが選択されている場合はこれ以上) のときは 8 バイトの 2 進整数を割り振り
ます。
表は、どのサイズの 2 進整数の列を使用しても定義できます。生成された
COBOL プログラムは、3 つのサイズのすべてを読み取ることができますが、これ
らは、指定した精度を持つパック 10 進数値に内部で変換されて、さらに処理され
ます。
BINARY タイプの列に日付形式が指定されている場合は、列値は内部日付形式に
変換され、列タイプは Date に変換されて処理されます。

CHARACTER

InfoSphere DataStage MVS エディションは、文字データのストリングの読み取り
をサポートします。
CHARACTER タイプの列に日付形式が指定されている場合は、列値は内部日付形
式に変換され、列タイプは Date に変換されて処理されます。

DECIMAL

DECIMAL 数値は、パック 10 進数フォーマットの数値です。 InfoSphere
DataStage MVS エディションは、これらの数値をサポートします。
DECIMAL タイプの列に日付形式が指定されている場合は、列値は内部日付形式に
変換され、列タイプは Date に変換されて処理されます。

DISPLAY NUMERIC

生成された COBOL プログラムは DISPLAY NUMERIC 数値を読み取ることがで
きますが、これらは、パック 10 進数値に内部で変換されて、さらに処理されま
す。数値の精度とスケールは変更されないので、この変換を行っても精度は失われ
ません。
DISPLAY NUMERIC タイプの列に日付形式が指定されている場合は、列値は内部
日付形式に変換され、列タイプは Date に変換されて処理されます。
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表 66. Complex Flat File、Fixed-width Flat File、Multi-format Flat File、External Source、および External Routine の
各ステージのネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・データ・タイプ

説明

FLOAT

生成された COBOL プログラムは、単精度浮動小数点数および倍精度浮動小数点
数を読み取ることができますが、これらは、パック 10 進数値に内部で変換され
て、さらに処理されます。列定義の精度とスケールがパック 10 進数に使用されま
す。これは、FLOAT をこの数値に移動すると、精度が失われる場合があることを
意味します。
例えば、C が、精度が 5 でスケールが 2 の単精度浮動小数点列 (すなわち、
COBOL ピクチャーが COMP-1) であると定義されるとします。これによって、パ
ック 10 進数が PIC S9(3)V9(2) COMP-3 として作成されます。 ファイルに、C
で使用する 54.0、-2266.46、および .0078125 という値がある 3 つのレコードが入
っているとします。最初の値がパック 10 進数に移動するとき、精度は失われませ
ん。 2 番目の値は -266.46 になり、左側の精度が失われます。 2 番目の値は .00
になり、右側の精度が失われます。

GRAPHIC-G

生成された COBOL プログラムは、PICTURE 節シンボル G および USAGE
DISPLAY-1 があるデータを読み取ることができます。 関連データは、範囲が
X'00' から X'FF' の DBCS 文字でなければなりません。 DBCS データは、明示的
あるいは暗黙的のいずれかで定義できます。
これらのデータは内部で NChar に変換されて処理されます。列定義内の
PICTURE 節は、正しい形式の長さ、DBCS データ長を表します。

GRAPHIC-N

生成された COBOL プログラムは、PICTURE 節シンボル N があるデータを読み
取ることができます。 USAGE DISPLAY-1 は前提とされているので指定する必要
はありません。関連データは、範囲が X'00' から X'FF' の DBCS 文字でなければ
なりません。 DBCS データは、明示的あるいは暗黙的のいずれかで定義できま
す。
これらのデータは内部で NChar に変換されて処理されます。列定義内の
PICTURE 節は、正しい形式の長さ、DBCS データ長を表します。

GROUP
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このデータ・タイプは、Complex Flat File、Multi-format Flat File、External
Source、および External Routine の各ステージでのみ利用可能です。 InfoSphere
DataStage MVS エディションは、グループを文字ストリングとして処理します。
文字ストリングの長さがグループのサイズになり、これは、グループのすべてのエ
レメントのサイズの合計です。これは、標準の COBOL 使用法と一致していま
す。
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表 66. Complex Flat File、Fixed-width Flat File、Multi-format Flat File、External Source、および External Routine の
各ステージのネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・データ・タイプ

説明

NATIVE BINARY

生成された COBOL プログラムは、2、4、または 8 バイトのネイティブ・バイナ
リー・データを読み取ることができます。 COBOL PICTURE 節は S9(p)COMP-5
(p は列定義で定義されている精度) です。 位取り係数も指定できます。COBOL
は、精度が 1 から 4 のときは 2 バイトの 2 進整数を、精度が 5 から 9 のとき
は 4 バイトの 2 進整数を、精度が 10 から 18 (プロジェクト・プロパティーで
拡張 10 進数サポートが選択されている場合はこれ以上) のときは 8 バイトの 2
進整数を割り振ります。
数値は、PICTURE 節内の 9 の数で暗黙指定される値に制限されません。
NATIVE BINARY データは内部でパック 10 進数に変換されて、処理されます。
精度が 1 から 4 の場合はデータは Decimal(5) に変換され、精度が 5 から 9 の
場合はデータは Decimal(10) に変換され、精度が 10 から 18 の場合はデータは
Decimal(18) に変換されます。
NATIVE BINARY タイプの列に日付形式が指定されている場合は、列値は内部日
付形式に変換され、列タイプは Date に変換されて処理されます。

VARCHAR

InfoSphere DataStage MVS エディションは、可変長ストリングの文字データの読
み取りをサポートします。
VARCHAR タイプの列に日付形式が指定されている場合は、列値は内部日付形式
に変換され、列タイプは Date に変換されて処理されます。

VARGRAPHIC_G

生成された COBOL プログラムは、PICTURE 節シンボル G および USAGE
DISPLAY-1 があるデータを読み取ることができます。 関連データは、範囲が
X'00' から X'FF' の DBCS 文字でなければなりません。 DBCS データは、明示的
あるいは暗黙的のいずれかで定義できます。
これらのデータは内部で NVarChar に変換されて処理されます。列定義内の
PICTURE 節は、正しい形式の長さ、DBCS データ長を表します。

VARGRAPHIC_N

生成された COBOL プログラムは、PICTURE 節シンボル N があるデータを読み
取ることができます。 USAGE DISPLAY-1 は前提とされているので指定する必要
はありません。関連データは、範囲が X'00' から X'FF' の DBCS 文字でなければ
なりません。 DBCS データは、明示的あるいは暗黙的のいずれかで定義できま
す。
これらのデータは内部で NVarChar に変換されて処理されます。列定義内の
PICTURE 節は、正しい形式の長さ、DBCS データ長を表します。

ルーチン・ステージ。
表 67 で、Delimited Flat File ソース・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについ
て説明します。
表 67. Delimited Flat File ソース・ステージ・ネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

CHAR

右側のブランク文字がトリムされている文字のストリング。

DECIMAL

次の形式、すなわち、値が負の場合は負符号 (-)、10 進数のストリング、さらに、
数のスケールが非ゼロの場合は小数点の後に数字のストリングが続く形式の値。

INT

値が負の場合は負符号 (-)、その後に 10 進数字のストリングが続きます。
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表 67. Delimited Flat File ソース・ステージ・ネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・データ・タイプ

説明

NCHAR

DBCS 文字のストリング。

NVARCHAR

DBCS 文字の可変長ストリング。

SMALLINT

INT 値と同じフォーマット。

VARCHAR

CHAR 値と同じフォーマット。

表 68 で、DB2 表で列を選択する際に、InfoSphere DataStage MVS エディションがサポートするネイティ
ブ・データ・タイプについて説明します。
表 68. Relational ソース・ステージ・ネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

CHARACTER

InfoSphere DataStage MVS エディションは、文字のストリングの選択をサポート
します。

DATE

InfoSphere DataStage MVS エディションは、DB2 でサポートされている ISO
(CCYY-MM-DD)、USA (MM/DD/YY)、および、ヨーロッパ (DD.MM.CCYY) 日付形
式をサポートします。ジョブのデフォルトの日付形式は、使用している DB2 サブ
システムの日付形式と同じでなければなりません。それ以上の Date の処理は、内
部フォームを使用して行われます。 DATE 列値が InfoSphere DataStage MVS エ
ディションで処理されるとき、その列値は DB2 からデフォルトの日付形式で選択
され、次に、DATE のオリジナル・フォーマットとは独立の内部フォームに変換さ
れます。 それ以上の Date の処理は、内部フォームを使用して行われます。

DECIMAL

DECIMAL 数値は、パック 10 進数フォーマットの数値です。 InfoSphere
DataStage MVS エディションは、これらの数値をフルにサポートします。ユーザ
ーがプロジェクト・プロパティーで「拡張 10 進数をサポート」を選択している場
合に、指定した最大 10 進数サイズより大きい精度の DECIMAL データが入って
いる DCLGen ファイルをインポートすると、InfoSphere DataStage が、DECIMAL
の精度を、指定した最大サイズに変更します。

GRAPHIC

これは DBCS 文字のストリングで、InfoSphere DataStage MVS エディションでサ
ポートされています。

INTEGER

これは、4 バイトの 2 進整数を表し、InfoSphere DataStage MVS エディションで
サポートされています。 DCLGen ファイルをインポートするとき、InfoSphere
DataStage は、精度が最大 10 の INTEGER データを取り込みます。ただし、
COBOL の制約事項があるために、そのようなデータをメインフレーム・ジョブに
ロードするときに精度が 9 に変更されます。

NUMERIC

NUMERIC は DECIMAL の同義語です。

SMALLINT

これは、2 バイトの 2 進整数を表します。生成された COBOL プログラムは、
SMALLINT タイプの列を選択することができますが、これらは 4 バイトの 2 進
整数に内部で変換されて、さらに処理されます。変換時に精度は失われません。
DCLGen ファイルをインポートするとき、InfoSphere DataStage は、精度が最大 5
の SMALLINT データを取り込みます。ただし、COBOL の制約事項があるため
に、そのようなデータをメインフレーム・ジョブにロードするときに精度が 4 に
変更されます。

TIME

InfoSphere DataStage MVS エディションは、TIME 列値を処理するとき、列値を
DB2 から標準形 (HH.MM.SS) で選択し、その後内部フォームに変換します。それ
以上の Time の処理は、内部フォームを使用して行われます。
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表 68. Relational ソース・ステージ・ネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・データ・タイプ

説明

TIMESTAMP

InfoSphere DataStage MVS エディションは、TIMESTAMP 列値を処理するとき、
列値を DB2 から標準形 (CCYY-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNN) で選択し、その後内
部フォームに変換します。それ以上の Timestamp 処理は、内部フォームを使用し
て行われます。

VARCHAR

InfoSphere DataStage MVS エディションは、可変長ストリングの文字をサポート
します。

VARGRAPHIC

InfoSphere DataStage MVS エディションは、可変長ストリングの DBCS 文字の選
択をサポートしますが、これらの文字を内部で NVarChar タイプに変換してから処
理を続けます。

表 69 で、Teradata Export ソース・ステージおよび Teradata Relational ソース・ステージでサポートされ
ているネイティブ・データ・タイプについて説明します。
表 69. Teradata Export ステージおよび Teradata Relational ソース・ステージのネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

BYTEINT

これは 1 バイトの 2 進整数を表し、2 バイトの整数に変換されて処理されます。

CHAR

InfoSphere DataStage MVS エディションは、文字データのストリングの選択をサ
ポートします。

DATE

InfoSphere DataStage MVS エディションは、Teradata でサポートされている ISO
(CCYY-MM-DD) 形式を使用します。 DATE 列値が InfoSphere DataStage MVS エ
ディションで処理されるとき、列値は Teradata から選択され、次に、DATE のオ
リジナル・フォーマットとは独立の内部フォームに変換されます。 それ以上の
Date の処理は、内部フォームを使用して行われます。

DECIMAL

DECIMAL 数値は、パック 10 進数フォーマットの数値です。 InfoSphere
DataStage MVS エディションは、これらの数値をフルにサポートします。

FLOAT

これは倍精度浮動小数点数で、InfoSphere DataStage MVS エディションでサポー
トされています。

GRAPHIC

これは DBCS 文字のストリングで、InfoSphere DataStage MVS エディションでサ
ポートされています。

INTEGER

これは、4 バイトの 2 進整数を表し、InfoSphere DataStage MVS エディションで
サポートされています。

SMALLINT

これは、2 バイトの 2 進整数を表します。InfoSphere DataStage MVS エディショ
ンは、COBOL プログラムを生成して SMALLINT タイプの列を選択することがで
きますが、これらの列を内部で 4 バイトの 2 進整数に変換してから処理を続けま
す。変換時に精度は失われません。

TIME

InfoSphere DataStage MVS エディションは、TIME 列値を処理するとき、列値を
Teradata から標準形 (HH.MM.SS) で選択し、その後内部フォームに変換します。
それ以上の Time の処理は、内部フォームを使用して行われます。

TIMESTAMP

InfoSphere DataStage MVS エディションは、TIMESTAMP 列値を処理するとき、
列値を Teradata から標準形 (CCYY-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNN) で選択し、その
後内部フォームに変換します。それ以上の Timestamp 処理は、内部フォームを使
用して行われます。

VARCHAR

InfoSphere DataStage MVS エディションは、可変長ストリングの文字をサポート
します。
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表 69. Teradata Export ステージおよび Teradata Relational ソース・ステージのネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・データ・タイプ

説明

VARGRAPHIC

これは DBCS 文字の可変長ストリングです。InfoSphere DataStage MVS エディシ
ョンは、このタイプのストリングの選択をサポートしますが、これらの文字を内部
で NVarChar タイプに変換してから処理を続けます。

ターゲット・ステージ
表 70 で、InfoSphere DataStage MVS エディションが、Fixed-width Flat File ステージおよび External
Target ステージにデータを書き込むためにサポートする、ネイティブ・データ・タイプについて説明しま
す。
表 70. Fixed-width Flat File ターゲット・ステージおよび External Target ステージのネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

BINARY

列の精度に応じて、これは 2 バイト、4 バイト、または 8 バイトの 2 進整数で
す。

CHARACTER

文字のストリング。

DECIMAL

パック 10 進数。

DISPLAY NUMERIC

表示 10 進数。

FLOAT

単精度または倍精度浮動小数点数。

GRAPHIC-G

PICTURE 節シンボル G が使用され、USAGE DISPLAY-1 が指定されるときの
DBCS データ・タイプ。

GRAPHIC-N

PICTURE 節シンボル N が使用されるときの DBCS データ・タイプ。 USAGE
DISPLAY-1 は前提とされているので指定する必要はありません。

NATIVE BINARY

列の精度に応じて、これは 2 バイト、4 バイト、または 8 バイトのネイティブ 2
進整数です。

これらのデータ・タイプのいずれかの固定幅フラット・ファイル列が NULL 可能として定義されている
と、以下の 2 つのフィールドがファイルに書き込まれます。
v 1 バイトの NULL インジケーター
v 列値
インジケーターに 1 という値があると、列値は NULL になり、次のフィールドにある値 (つまり列値) は
無視されます。インジケーターに 0 という値があると、列は非 NULL になり、その値は次のフィールド
にあります。
表 71 で、InfoSphere DataStage MVS エディションが、区切り文字付きフラット・ファイルにデータを書き
込むためにサポートする、ネイティブ・データ・タイプについて説明します。
表 71. Delimited Flat File ターゲット・ステージ・ネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

CHAR

右側のブランク文字がトリムされている文字のストリング。

DECIMAL

次の形式、すなわち、値が負の場合は負符号 (-)、10 進数のストリング、さらに、
数のスケールが非ゼロの場合は小数点の後に数字のストリングが続く形式の値。

INT

値が負の場合は負符号 (-)、その後に 10 進数字のストリングが続きます。
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表 71. Delimited Flat File ターゲット・ステージ・ネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・データ・タイプ

説明

NCHAR

DBCS 文字のストリング。

NVARCHAR

DBCS 文字の可変長ストリング。

SMALLINT

INT 値と同じフォーマット。

VARCHAR

CHAR 値と同じフォーマット。

表 72 で、InfoSphere DataStage MVS エディションが、DB2 ロード・レディー・フラット・ファイルにデ
ータを書き込むためにサポートする、ネイティブ・データ・タイプについて説明します。
表 72. DB2 Load Ready Flat File ステージのネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

CHARACTER

文字のストリング。

DATE EXTERNAL

デフォルトの日付形式と一貫性のある日付。

DECIMAL PACKED

パック 10 進数。

DECIMAL ZONED

表示 10 進数。

GRAPHIC

DBCS 文字のストリング。

INTEGER

4 バイトの 2 進整数。

NUMERIC

DECIMAL の同義語。

SMALLINT

2 バイトの 2 進整数。

TIME EXTERNAL

形式 HH.MM.SS の時刻。

TIMESTAMP EXTERNAL

形式 CCYY-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNN のタイム・スタンプ。

VARCHAR

ストリングの長さと、その後にその長さの文字のストリングが入っている 2 バイ
トの 2 進整数。

VARGRAPHIC

可変長のグラフィック・ストリング。これは、DBCS 文字のシーケンスです。長さ
制御フィールドは、バイトではなく、DBCS 文字の最大数を示します。

表 73 で、DB2 表の列の挿入と更新のために、InfoSphere DataStage MVS エディションがサポートするネ
イティブ・データ・タイプについて説明します。
表 73. Relational ターゲット・ステージ・ネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

CHARACTER

文字のストリング。

DATE

デフォルトの日付形式と一貫性のある日付。

DECIMAL

パック 10 進数。

GRAPHIC

DBCS 文字のストリング。

INTEGER

4 バイトの 2 進整数。

NUMERIC

DECIMAL の同義語。

SMALLINT

2 バイトの 2 進整数。

TIME

DB2 形式の時刻: HH.MM.SS。

TIMESTAMP

DB2 形式のタイム・スタンプ: CCYY-MM-DD-HH.MM.SS.NNNNNN。

VARCHAR

文字の可変長ストリング。

VARGRAPHIC

DBCS 文字の可変長ストリング。
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表 74 で、Teradata ファイルにデータを書き込むために InfoSphere DataStage MVS エディションがサポー
トする、ネイティブ・データ・タイプについて説明します。
表 74. Teradata ターゲット・ステージ・ネイティブ・タイプ
ネイティブ・データ・タイプ

説明

BYTEINT

1 バイトの 2 進整数。

CHARACTER

文字のストリング。

DATE

デフォルトの日付形式と一貫性のある日付。

DECIMAL

パック 10 進数。

GRAPHIC

DBCS 文字のストリング。

INTEGER

4 バイトの 2 進整数。

NUMERIC

DECIMAL の同義語。

SMALLINT

2 バイトの 2 進整数。

TIME

Teradata 形式の時刻: HH:MM:SS.NNNNNN。

TIMESTAMP

Teradata 形式のタイム・スタンプ: CCYY-MM-DD HH:MM:SS.NNNNNN。

VARCHAR

文字の可変長ストリング。

VARGRAPHIC

DBCS 文字の可変長ストリング。

ストレージ長
表 75 で、COBOL ネイティブ・データ・タイプの SQL タイプ変換、精度、スケール、およびストレージ
長について説明します。表の中の COBOL PICTURE 節は符号付き数値用ですが、符号なし数値も同様の
方法で処理されます。
表 75. COBOL ネイティブ・タイプ
ネイティブ・デ
ータ・タイプ

ネイティブ長
(バイト)

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ 精度 (p)

BINARY

2

PIC S9 to S9(4) COMP

SmallInt

4

PIC S9(5) to S9(9) COMP Integer

8

PIC S9(10) to S9(18)
COMP

CHARACTER

n

DECIMAL
DISPLAY_
NUMERIC

ストレージ
スケール (s) 長 (バイト)

1 から 4

適用なし

2

5 から 9

適用なし

4

Decimal

10 から 18

適用なし

8

PIC X(n)

Char

n

適用なし

n

(p+s)/2+1

PIC S9(p)V9(s) COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

p+s

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT (単精度) 4

PIC COMP-1

Decimal

8

PIC COMP-2

Decimal

s
(デフォルト
4)
s
(デフォルト
4)

4

(倍精度)

p+s
(デフォルト
18)
p+s
(デフォルト
18)

GRAPHIC_G

n*2

PIC G(n) DISPLAY-1

NChar

n

適用なし

n*2

GRAPHIC_N

n*2

PIC N(n)

NChar

n

適用なし

n*2
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表 75. COBOL ネイティブ・タイプ (続き)
ネイティブ・デ
ータ・タイプ

ネイティブ長
(バイト)

GROUP

n (グループを
構成するすべ
ての列の長さ
の合計)

NATIVE
BINARY

2
4

SQL タイプ 精度 (p)

ストレージ
スケール (s) 長 (バイト)

Char

n

適用なし

n

PIC S9 to S9(4) COMP-5

SmallInt

1 から 4

適用なし

2

PIC S9(5) to S9(9)
COMP-5

Integer

5 から 9

適用なし

4

Decimal

10 から 18

適用なし

8

COBOL USAGE 表記

8
PIC S9(10) to S9(18)
COMP-5
VARCHAR

n+2

PIC S9(4) COMP PIC
X(n)

VarChar

n+2

適用なし

n+2

VARGRAPHIC
_G

(n*2)+2

PIC S9(4) COMP PIC
G(n) DISPLAY-1

NVarChar

n+2

適用なし

(n*2)+2

VARGRAPHIC
_N

(n*2)+2

PIC S9(4) COMP PIC
N(n)

NVarChar

n+2

適用なし

(n*2)+2

表 76 で、DB2 ネイティブ・データ・タイプの SQL タイプ変換、精度、スケール、およびストレージ長
について説明します。 COBOL USAGE 表記は、DB2 表定義がフラット・ファイル・ステージにロードさ
れている場合にのみ使用されます。
表 76. DB2 ネイティブ・タイプ
ネイティブ・
データ・タイ
プ

ネイティブ長
(バイト)

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ

精度 (p)

スケール (s)

ストレージ長
(バイト)

CHARACTER

n

PIC X(n)

Char

n

適用なし

n

DATE

10

PIC X(10)

Date

10

適用なし

10

DECIMAL

p/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

GRAPHIC

n*2

PIC G(n) DISPLAY-1

NChar

n

適用なし

n*2

INTEGER

4

PIC S9(9) COMP

Integer

9

適用なし

4

NUMERIC

p

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

n

SMALLINT

2

PIC S9(4) COMP

SmallInt

2

適用なし

2

TIME

8

PIC X(8)

Time

8

適用なし

8

TIMESTAMP

26

PIC x(26)

Timestamp

26

適用なし

26

VARCHAR

n+2

PIC S9(4) COMP

VarChar

n+2

適用なし

n+2

NVarChar

n+2

適用なし

(n*2)+2

PIC X(n)
VARGRAPHIC

(n*2)+2

PIC S9(4) COMP
PIC G(n) DISPLAY-1
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表 77 で、Teradata ネイティブ・データ・タイプの SQL タイプ変換、精度、スケール、およびストレージ
長について説明します。 COBOL USAGE 表記は、Teradata 表定義がフラット・ファイル・ステージにロ
ードされている場合にのみ使用されます。
表 77. Teradata ネイティブ・タイプ
ネイティブ・
データ・タイ
プ

ネイティブ長
(バイト)

COBOL USAGE 表記

SQL タイプ

精度 (p)

スケール (s)

ストレージ長
(バイト)

BYTEINT

1

PIC S9(3) COMP

Integer

3

適用なし

2

CHAR

n

PIC X(n)

Char

n

適用なし

n

DATE

10

PIC X(10)

Date

10

適用なし

10

DECIMAL

p/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT (倍精
度)

8

PIC COMP-2

Decimal

p+s (デフォ
ルト 18)

s (デフォル
ト 4)

8

GRAPHIC

n*2

PIC G(n) DISPLAY-1

NChar

n

適用なし

n*2

INTEGER

4

PIC S9(9) COMP

Integer

9

適用なし

4

SMALLINT

2

PIC S9(4) COMP

SmallInt

2

適用なし

2

TIME

8

PIC X(8)

Time

8

適用なし

8

TIMESTAMP

26

PIC X(26)

Timestamp

26

適用なし

26

VARCHAR

n+2

PIC S9(4) COMP

VarChar

n+2

適用なし

n+2

NVarChar

n+2

適用なし

(n*2)+2

PIC X(n)
VARGRAPHIC

(n*2)+2

PIC S9(4) COMP
PIC G(n) DISPLAY-1

10 進数演算の変数の計算
以下の例は、10 進数演算で使用する中間変数の精度とスケールを、InfoSphere DataStage MVS エディショ
ンがどのように計算するかを示しています。
Pn が精度で、Sn がスケールであるとして、Dn が DECIMAL(Pn, Sn) 数値を表すとします。精度は、大き
さとスケールを足したものに等しいです。大きさ Mn は小数点の左側の桁数で、スケールは小数点の右側
の桁数です。

加算と減算 (D1 + D2 または D1 - D2)
結果のスケール = MAX(S1, S2) 結果の精度 = MAX(M1, M2) + 結果のスケール + 1 ビット

例 : DECIMAL(5,1) + DECIMAL(5,3) = DECIMAL(8,3)
これによって、9999.9 + 99.999 = 10099.899 を入れる余地がとれます。

乗算 (D1 * D2)
結果のスケール = S1 + S2 結果の精度 = P1 + P2

例 : DECIMAL(5,1) * DECIMAL(5,3) = DECIMAL(10,4)
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これによって、9999.9 * 99.999 = 999980.0001 を入れる余地がとれます。

除法 (D1 / D2)
結果のスケール = S1 + M2 結果の精度 = P1 + P2

例 : DECIMAL(5,1) / DECIMAL(5,3) = DECIMAL(10, 3)
これによって、9999.9 / 0.001 = 9999900.000 および 0.1 / 99.999 = 0.001 を入れる余地がとれます。
計算結果の精度が COBOL コンパイラーでサポートされている最大サイズを超える場合は、どのケース
も、COBOL コード生成プログラムが結果のサイズを調整します。換言すれば、結果の精度 (Pn) が、プロ
ジェクトで定義されている最大 10 進数サイズより大きい場合、中間結果変数はすべて、計算結果の精度
(Pn) とスケール (Sn) のパック 10 進数 (COBOL 用語で COMP-3) ではなく、倍精度浮動小数 (COBOL
用語で COMP-2) として定義されます。倍精度浮動小数は不正確であるので、数字の精度が失われる場合が
あります。
より複雑な別の例で、さらに説明します。
Final = ((D1 + D2) * (D3 / D4)) * D5
ここで、D1 は DECIMAL(5,1)
D2 は DECIMAL(5,3)
D3 は DECIMAL(5,1)
D4 は DECIMAL(5,3)
D5 は DECIMAL(6,4)
Result1 = D1 + D2
結果のスケール = MAX(S1, S2) = 3
結果の精度 = MAX(M1, M2) + 結果のスケール + 1 ビット = 8
Result1 は DECIMAL(8,3)
Result2 = D3 / D4
Result2 スケール = S3 + M4 = 3
Result2 精度 = P3 + P4 = 10
Result2 は DECIMAL(10,3)
Result3 = Result1 * Result2
Result3 スケール = Result1 スケール + Result2 スケール = 6
Result3 精度 = Result1 精度 + Result2 精度 = 18
Result3 は DECIMAL(18,6)
Result4 = Result3 * D5
Result4 スケール = Result3 スケール + S5 = 10
Result4 精度 Result3 精度 + P5 = 24
COBOL コンパイラーの最大 10 進数サポートが 18 の場合、Result4 は倍精度浮動小数になりま
す。
COBOL コンパイラーの最大 10 進数サポートが 31 の場合、Result4 は DECIMAL(24,10) になり
ます。
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Result4 は、Final (ターゲット変数) に保管されます。 Final に Result4 の値を入れる十分な大きさがな
い場合は、警告メッセージが出され、COBOL はデータ値を切り捨てます。
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第 10 章 列メタデータの編集
この付録では、メインフレーム・ジョブで、列メタデータを定義し、編集する方法について説明します。

メインフレーム列定義の編集
列メタデータを InfoSphere DataStage リポジトリーに定義して編集できます。列メタデータは、そのリポ
ジトリーに表定義として保存され、プロジェクトのすべてのジョブで共有できます。また、ジョブ・デザイ
ン中に指定する列定義も保存できます。任意のステージ・エディターの「列」タブで「名前を付けて保存」
をクリックし、出力列定義を、表定義、CFD ファイル、または DCLGen ファイルとして保存します。
列定義は、以下の場所で定義して編集できます。
v リポジトリー内では、「表定義」ダイアログ・ボックスの「列」ページ。
v ジョブ・デザイン中は、以下のメインフレーム・ステージ・エディターのいずれかを使用。
– Complex Flat File、Fixed-width Flat File、Delimited Flat File、および DB2 Load Ready Flat File の各
ステージでは、「ステージ」ページの「列」タブ
– Multi-format Flat File ステージでは、「ステージ」ページの「レコード」タブ
– Relational、Teradata Relational、および Teradata Export の各ソース・ステージでは、「出力」ページ
の「列」タブ (SQL ステートメントを変更した場合のみ)
– Relational、Teradata Relational、および Teradata Load の各ターゲット・ステージでは、「入力」ペー
ジの「列」タブ
– Business Rule、Link Collector、Join、Lookup, Aggregator、Sort、および External Routine の各ステー
ジでは、「出力」ページの「列」タブ
– Transformer ステージでは、出力リンクのメタデータ領域
これらの領域のすべてにグリッドがあり、各列属性用のフィールドが入っています。セルをダブルクリック
して、グリッドに直接メタデータを入力したり編集できます。また、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボ
ックスを使用することもできます。これは、 241 ページの『「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの
使用』 のセクションに説明があります。

列の値の伝搬
このタスクについて
InfoSphere DataStage には、メインフレーム・ジョブの列のグループに値を伝搬する簡単な方法が用意され
ています。メインフレーム・ジョブは、通常、非常に大きな数の列を使用するので、これによって時間を大
幅に節約できます。
列の値の伝搬は、任意のメインフレーム・ステージ・エディター (読み取り専用のメインフレーム・ステー
ジ・エディターを除く) の「列」グリッド、または「表定義」ダイアログ・ボックスの「列」ページで行う
ことができます。
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手順
1. 選択した最後の列が伝搬するソース列になるように、伝搬対象の列のグループを選択します。選択を行
う間は、Ctrl または Shift キーを押したままにします。ソース列の属性は、次のステップでは変更でき
ないので、正しいことを確認してから先に進んでください。
2. ショートカット・メニューでソース列を右クリックし、「値の伝搬...」を選択します。「列の値の伝
搬」ダイアログ・ボックスが表示され、ソース列の属性が表示されます。
3. 列のターゲット・グループに伝搬する、各属性の隣のチェック・ボックスを選択します。
4. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
InfoSphere DataStage は、選択された値を伝搬する前に、ターゲット列の属性が、変更と互換性があること
を検証します。表 78 で、各列の属性の伝搬ルールについて説明します。
表 78. 列値の伝搬ルール
属性

伝搬ルール

データ・タイプ

データ・タイプが文字から数値に変更された場合、InfoSphere DataStage MVS エ
ディションは、ターゲット列の精度と日付のマスクを保守します。ソース列の精度
がターゲット列の最大制限を超えた場合、ターゲットが最大に設定されます。ソー
ス列に文字の日付マスクがあり、ターゲットが数値である場合、伝搬は行われませ
ん。

長さ

ソース列が文字で、ターゲット列が数値である場合に、ソースの長さがターゲット
の最大を超えると、ターゲットの長さが最大に設定されます。ソース列が 10 進数
で、ターゲットが整数である場合に、10 進数の長さが整数の最大を超えると、タ
ーゲットの長さが最大に設定されます。

スケール

ソース列およびターゲット列の両方が数値でなければ、伝搬は起こりません。ター
ゲット列のスケールは、その長さを超えることはできません。

NULL 可能

無制限。

OCCURS

無制限。

レベル番号

伝搬は COBOL ファイル定義にしたがいます。

日付形式

伝搬が行われるには、ソース列およびターゲット列の両方が文字、または両方が数
値でなければなりません。ターゲット列の長さが 10 でない場合は、10 に設定さ
れます。

使用法

伝搬は COBOL ルールに依存します。

SIGN インジケーター

伝搬は COBOL ルールに依存します。

SIGN オプション

伝搬は COBOL ルールに依存します。

SYNC インジケーター

伝搬は COBOL ルールに依存します。

検証中に、検証要件を満たさない列があった場合はメッセージが表示されます。そのような列は、変更され
ないままになります。検証にパスした列では伝搬が行われ、変更が正常に適用されたことがメッセージで確
認されます。
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「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの使用
複数の列定義を定義または編集するには、以下のどちらかの方法で「列メタデータ編集」ダイアログ・ボッ
クスを開きます。
v ショートカット・メニューで右クリックし、「行の編集...」を選択する。
v Ctrl-E を押す。
ユーザーが編集するメインフレーム・ステージのタイプに応じて、さまざまなバージョンの「列メタデータ
編集」ダイアログ・ボックスがあります。このダイアログ・ボックスの上半分には、すべてのデータ・ソー
スに共通の、以下のフィールドがあります (注記のあるフィールドを除く)。
v 列名。列の名前。このフィールドは必須です。
v キー。入力列がレコード・キーであるかどうかを指定します。このフィールドは、Complex Flat File ス
テージにのみ適用されます。
v ネイティブ・タイプ。ネイティブ・データ・タイプ。メインフレームのソース・ステージおよびターゲ
ット・ステージでサポートされているネイティブ・データ・タイプについて詳しくは、 227 ページの
『第 9 章 ネイティブ・データ・タイプ』 を参照してください。
v 長さ。列のデータの精度の長さ。
v スケール。列が数値の場合、データのスケール・ファクター。小数点以下の桁数を定義します。
v NULL 可能。列に NULL 値を入れることができるかどうかを指定します。
v 日付形式。列の日付形式。
v 説明。列の説明テキスト。
このダイアログ・ボックスの下半分には、一定のメインフレーム・データ・ソースに固有のフィールドが入
っている「COBOL」タブがあります。ユーザーが編集しているステージ、および、「列メタデータ編集」
ダイアログ・ボックスの上部に指定されている情報に応じて、「COBOL」タブに、以下のフィールドの一
部またはすべてが表示されます。
v レベル番号。データが定義される COBOL レベル番号を入力します。デフォルト値は 05 です。
v OCCURS。COBOL OCCURS 節の番号を入力します。
v USAGE。リストから、COBOL USAGE 節を選択します。これによって、列が読み取られる際の
COBOL フォーマットが指定されます。これらの形式は「ネイティブ・タイプ」フィールドの形式にマッ
ピングされ、1 つの形式を変更すると、通常、その他の形式も変更されます。取りうる値は次のとおり
です。
– COMP。BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
– COMP-1。単精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
– COMP-2。倍精度 FLOAT ネイティブ・タイプで使用されます。
– COMP-3。パック 10 進数、DECIMAL ネイティブ・タイプで使用されます。
– COMP-5。NATIVE BINARY ネイティブ・タイプで使用されます。
– DISPLAY。ゾーン 10 進数、DISPLAY_NUMERIC または CHARACTER ネイティブ・タイプで使用
されます。
– DISPLAY-1。2 バイト・ゾーン 10 進数、GRAPHIC_G または GRAPHIC_N で使用されます。
v SIGN インジケーター。リストから「符号付き」またはブランクを選択し、引数が符号付きか符号なし
かを指定します。デフォルトは、数値データ・タイプの場合は「符号付き」、その他のすべてのタイプ
の場合はブランクです。
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v SIGN オプション。引数が符号付きである場合は、リストから、「データ内での符号の位置」を選択し
ます。次のいずれかを選択します。
– LEADING。符号はストレージの最初のバイトです。
– TRAILING。符号はストレージの最後のバイトです。
– LEADING SEPARATE。符号はストレージの先頭に追加された別個のバイトの中にあります。
– TRAILING SEPARATE。符号はストレージの末尾に追加された別個のバイトの中にあります。
「LEADING SEPARATE」または「TRAILING SEPARATE」を選択すると、列のストレージ長が 1
バイト長くなります。
v SYNC インジケーター。リストから「SYNC」またはブランクを選択し、引数が COBOLSYNCHRONIZED 節かどうかを指示します。デフォルトはブランクです。
v REDEFINES フィールド。オプションで、COBOL REDEFINES 節を指定します。これを利用して、別
のデータの説明を使用して同じストレージ領域にあるデータを記述できます。再定義引数は、再定義引
数によって再定義される引数と同じ長さ、またはそれより短い長さにする必要があります。両方の引数
は同じレベル番号でなければならず、また、引数は、同じレベルを持つ直前の引数だけを再定義できま
す。
v DEPENDING ON。リストから、オプションで、COBOL OCCURS DEPENDING ON 節を指定します。
v ストレージ長。引数のバイト単位でのストレージ長を、定義されているとおりに指定します。このフィ
ールドは取得されたもので編集できません。
v ピクチャー。引数定義から取得された COBOL PICTURE 節が示されます。これは、編集できません。
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部にあるボタンを使用して、列の追加や編集を続行する
か、保存して閉じることができます。次のボタンがあります。
v 「< 戻る」および「次へ >」。直前の行または次の行のメタデータを表示します。これらのボタンは、
直前の行または次の行が存在する場合にのみ利用可能になります。現在の行に未保存の変更がある場
合、先に進む前に保存するかどうかたずねられます。
v 閉じる。「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある場合、保存する
ようにプロンプトが出されます。
v 適用。現在の行に対する変更を保存します。
v リセット。最後に変更を適用した時点以降の、行に加えられた変更をすべて削除します。
v ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。
ジョブ・デザイン中に、「OK」をクリックして列定義を保存してから、ステージ・エディターを閉じま
す。また、「列」タブで「名前を付けて保存...」をクリックして、リポジトリーに列を表定義、CFD ファ
イル、または DCLGen ファイルとして保存することもできます。リポジトリーでは、「表定義」ダイアロ
グ・ボックスで「OK」をクリックして、列定義を保存してから閉じます。
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第 11 章 フィラー
この付録では、フラット・ファイルおよびコンプレックス・フラット・ファイルの COBOL ファイル定義
から列をロードしたときに、どのように FILLER が作成されるかについて説明します。これらのファイル
定義には数百の列を入れることができるので、選択解除された列のシーケンスを縮小してフィラー・アイテ
ムにできます。これで列のバイト・オーダーを保守でき、ストレージ領域と処理時間を縮小できます。
この付録では、COBOL 構造の異なる種類のフィラーを作成する例と、列を再選択する必要がある場合に、
後にフィラーを拡張する方法について説明します。

フィラーの作成
Complex Flat File、Fixed-width Flat File、および Multi-format Flat File の各ステージに列をロードすると
きにフィラーを生成できます。 Complex Flat File および Fixed-width Flat File の各ステージで、「ステー
ジ」ページの「列」タブで「ロード」 をクリックします。Multi-format Flat File ステージで、「ステー
ジ」ページの「レコード」タブで「ロード」をクリックします。
まず、「表定義」ダイアログ・ボックスで 1 つの表を選択します。次に、「表からの列の選択」ダイアロ
グ・ボックスで列を選択します。このダイアログ・ボックスには、グループや配列などの COBOL 構造を
表示する 利用可能な列 ツリーと、ステージにロードされる列を表示する 選択された列 リストがありま
す。「フィラーを生成」チェック・ボックスは、デフォルトで選択されています。
「列」タブ上に列が表示されると、選択解除された列のフィラー項目が表示されます。フィラー列は、ネイ
ティブ・データ・タイプが CHARACTER であり、名称は FILLER_XX_YY (XX は開始オフセット、YY
は終了オフセット) になります。グループ配列または OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列のエレメント
のフィラーの名前は FILLER_NN に設定されます。NN はエレメント番号を表します。 NN は、選択解除
された最初のグループ・エレメントを基点に 1 で始まり、順次に番号付けされます。 ODO 列に続くフィ
ラーも順次に番号付けされます。
フィラー列を含む列定義のレベル番号は、ステージにロードされたあとで変更されます。ただし、元々の構
造は保持されます。

フィラー作成ルール
フィラー作成ルールは、フィラー列に置き換わったすべての列のストレージ長を保持するようにデザインさ
れています。列定義の元々の設定までの拡張、正しい名前、データ・タイプ、ストレージ長を保持したフィ
ラー列を許可します。

このタスクについて
以下の情報は、基本的なフィラー作成ルールを説明するものです。

手順
1.

フィラー列は、1 つ以上のオリジナル列を置き換えます。そのストレージ長は置き換えられる各列のス
トレージ長の合計と等しくなります。
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2. 列レベル番号が減ったときに、フィラーの分離が発生します。例えば、レベル 05 の選択解除された列
がレベル 10 の選択解除された列の下にある場合、レベル 05 とレベル 10 でフィラーの分離が発生し
ます。
3. ODO 列とその列が「依存」する列は自動的に選択され、フィラー列に置き換わりません。
4. REDEFINES 列が選択されると、その列が再定義している列も自動的に選択され、フィラー列の一部に
はなりません。
5. 2 つのフィラーが同じストレージ・オフセットを共有する場合 (REDEFINES 列のように)、続くフィラ
ーの名称は FILLER_XX_YY_NN (NN は 1 で始まるシーケンス番号) になります。
6. OCCURS 節を含んでいる親の子がフィラーの開始列または終了列の場合、生成される FILLER 名は
FILLER_XX_YY の代わりに FILLER_NN になります。

フィラー作成例
以降の例では、グループ、REDEFINES、列選択ごとに異なる事象の配列でのフィラー作成について説明し
ます。ソース表には、次に示すように、1 つの列、列を再定義するグループ、配列があるネストされたグル
ープ、ほかの列を再定義する列があります。
05
05
05

05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
10 GRP2
15 D1
15 D2
15 D3
E
F
G

PIC X(1).
PIC X(8).
REDEFINES B.
PIC X(1).
PIC X(1).
OCCURS 2 TIMES.
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC 9(1) REDEFINES E.
PIC X(1).

単純な列を選択
表から、単純な列 A を選択するとします。「列」タブで、FILLER_2_11 という名前で長さが 10 の 1 つ
のフィラーが作成されます。 長さは、列 B (8)、列 E (1)、列 G (1) の長さの合計を意味します。列 F
に属する GRP1 とそのエレメントは、選択されていないほかの列を再定義するため除外されます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

A

PIC X(1).

1

1

1

FILLER_2_11

PIC X(10).

2

11

10

グループによって再定義された列を選択
GRP1 によって再定義された列 B が選択されたとします。2 つのフィラーが作成されます。1 つは列 A
に対するフィラーで、もう 1 つは列 E と列 G に対するフィラーです。GRP1 が列 B を再定義したら、
そのエレメントを伴って消去されます。列 F も、列 E を再定義するので、消去されます。消去された列
は、フィラーの拡張の際に利用可能になります ( 249 ページの『フィラーの展開』 を参照)。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
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列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

FILLER_2_11

PIC X(2).

10

11

2

列を再定義するためのグループ列を選択
次に、ほかの列 (B) を再定義するグループ列 (GRP1) が選択されたとします。このとき、3 つのフィラー
が作成されます。1 つは列 A、1 つは列 C1 から列 D3 (これらは GRP1 の一部)、1 つは列 E と列 G
に対するフィラーです。選択したグループ列によって再定義されているため、列 B は保持されます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(8).

2

9

8

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_2_9
FILLER_10_11

グループ・エレメントを選択
グループ・エレメント (C1) がそれ自体によって選択されたときに何が行われるか考えてみます。 3 つの
フィラーが作成されます。1 つは列 A、1 つは列 C2 から列 D3、1 つは列 E と列 G に対するフィラー
です。 GRP1 のエレメントが選択され、GRP1 が列 B を再定義するので、列 B と GRP1 の両方が保持
されます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

C1

PIC X(1).

2

2

1

FILLER_3_9

PIC X(7).

3

9

7

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_10_11

次の例は、異なるグループ・エレメントが選択されたときに起こります。列 C2 の場合で示します。 4 つ
のフィラーが作成されます。1 つは列 A、1 つは列 C1、1 つは GRP2 とそのエレメント、1 つは列 E と
列 G に対するフィラーです。前例と同じ理由で、列 B と GRP1 は保持されます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8
第 11 章 フィラー

245

列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_2

PIC X(1).

2

2

1

C2

PIC X(1).

3

3

1

FILLER_4_9

PIC X(6).

4

9

6

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_10_11

グループ配列の列を選択
グループ配列の列 (GRP2) が選択され、現状のまま渡されたときに何が起こるかを考えてみます。4 つの
フィラーが作成されます。 1 つは列 A、1 つは列 C1 と列 C2、1 つは列 D1 から列 D3、1 つは列 E
と列 G に対するフィラーです。 GRP2 は GRP1 内でネストされ、GRP1 が列 B を再定義するので、列
B と GRP1 の両方が保持されます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_3

PIC X(2).

2

3

2

GRP2

OCCURS 2 TIMES.

4

9

6

10

11

2

FILLER_1
FILLER_10_11

PIC X(3).
PIC X(2).

選択された配列の列 (GRP2) がフラット化された場合、両方のオカレンス (GRP2 と GRP2_2) がステージ
にロードされます。ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(2).

2

3

2

4

6

3

4

6

3

7

9

3

PIC X(3).

7

9

3

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_2_3
GRP2
FILLER_1

PIC X(3).

GRP2_2
FILLER_1_2
FILLER_10_11

配列エレメントを選択
グループ配列のエレメント (D1) が選択されたとします。配列 GRP2 が現状のまま渡される場合、列 A、
列 C1 と列 C2、列 D2 と列 D3、列 E と列 G にフィラーが作成されます。列 B、GRP1、GRP2 は、前
述と同じ理由で保持されます。
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ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_3

PIC X(2).

2

3

2

GRP2

OCCURS 2 TIMES.

4

9

6

D1

PIC X(1).

1

FILLER_1

PIC X(2).

2

FILLER_10_11

PIC X(2).

10

11

2

ほかの列から再定義された列を選択
ほかの列から再定義される列 E が選択されたときに何が起こるかについて考えてみます。 2 つのフィラ
ーが作成されます。1 つは列 A から D3、1 つは列 G に対するフィラーです。列 F が列 E を再定義す
るので、列 F は、拡張の際に利用可能になりますが、消去されます。 ( 249 ページの『フィラーの展開』
を参照)。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_9

PIC X(9).

1

9

9

E

PIC X(1).

10

10

1

FILLER_10_11

PIC X(1).

11

11

1

REDEFINE 列 (F) が選択されたとします。このケースでは、列 E は、列 F によって再定義されるので保
持されます。列 A から列 D3 に対してフィラーが 1 つ作成され、列 G に対してもう 1 つ作成されま
す。ファイル・レイアウトは、次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_9

PIC X(9).

1

9

9

E

PIC X(1).

10

10

1

F

PIC 9(1) REDEFINES
E.

10

10

1

FILLER_11_11

PIC X(1).

11

11

1

複数の再定義列を選択
この例では、複数の再定義列に対するフィラーがどのように作成されるかを説明します。この場合、同じ列
が複数回再定義されます。列 A を再定義する列とグループと、列 A を再定義するグループを再定義する
2 つの列が、ソース表に含まれます。
05
05
05

A
B
GRP1
10 C1

PIC X(100).
PIC X(11) REDEFINES A.
REDEFINES A.
PIC X(10).
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05
05
05

10
D
E
F

C2

PIC
PIC
PIC
PIC

9(1).
X(1) REDEFINES GRP1.
9(1) REDEFINES GRP1.
X(1).

列 C2 と E が選択されると、4 つのフィラーが作成されます。1 つは列 B、1 つは列 C1、1 つは列
D、1 つは列 F に対するフィラーです。GRP1 のエレメントが選択され、GRP1 が列 A を再定義すると、
列 A と GRP1 の両方とも保持されます。最初の 3 つのフィラーは、同じストレージ領域を再定義するた
め、同じ開始オフセットを持ちます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

A

PIC X(100).

1

100

100

FILLER_1_11

PIC X(11) REDEFINES A.

1

11

11

GRP1

REDEFINES A.

1

11

11

FILLER_1_10

PIC X(10).

1

10

10

C2

PIC 9(1).

11

11

1

FILLER_1_1

PIC X(1).REDEFINES GRP1. 1

1

1

E

PIC 9(1) REDEFINES GRP1. 1

1

1

FILLER_101_101

PIC X(1).

101

1

101

複数のカスケード再定義列を選択
この例では、複数のカスケード再定義列のフィラー作成例を示します。今回は同じ列の再定義の代わりに再
定義のカスケードを除きます。列 B が列 A を、GRP1 が列 B を、列 D が GRP1 を、列 E が列 D を
それぞれ再定義する、次に示すソース表を考察します。
05
05
05
05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
D
E
F

PIC X(100).
PIC X(11) REDEFINES A.
REDEFINES B.
PIC X(10).
PIC 9(1).
PIC X(2) REDEFINES GRP1.
PIC 9(1) REDEFINES D.
PIC X(1).

列 C2 と列 E が選択された場合、2 つのフィラーだけが作成されます。1 つは列 C1、1 つは列 F に対
するフィラーです。その他の列によって再定義されるため、列 A、列 B、GRP1、列 D は保持されます。
ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

A

PIC X(100).

1

100

100

B

PIC X(11) REDEFINES A.

1

11

11

GRP1

REDEFINES B.

1

11

11

FILLER_1_10

PIC X(10).

1

10

10

C2

PIC 9(1).

11

11

1

D

PIC X(2).REDEFINES GRP1.

1

2

2

E

PIC 9(1) REDEFINES D.

1

1

1

FILLER_101_101

PIC X(1).

101

101

1
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OCCURS DEPENDING ON 列を選択
最後は、どのように ODO 列を操作するかについての例です。次に示す構造を持つソース表があるとしま
す。
05
05
05

05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
10 GRP2
15
D1
15
D2
15
D3
E
F
G

PIC X(1).
PIC X(8).
REDEFINES B.
PIC X(1).
PIC 9(1).
OCCURS 0 TO 2 TIMES DEPENDING ON C2.
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC 9(1) REDEFINES E.
PIC X(1).

列 B が選択される場合、4 つのフィラーが作成されます。ファイル・レイアウトは次のようになります。
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_2

PIC X(1).

2

2

1

C2

PIC 9(1).

3

3

1

GRP2

OCCURS 0 TO 2 TIMES 4
DEPENDING ON C2.

9

6

FILLER_1
FILLER_2

PIC X(3).
PIC X(2).

3
10

11

2

列 A、列 C1、列 D1 から列 D3、列 E と列 G に対するフィラーが作成されます。GRP1 は列 B を再定
義するため、GRP1 は保持されます。GRP2 (ODO 列) が列 C2 に従属していると、列 C2 は保持されま
す。GRP2 は、ODO 列であるため保持されます。

フィラーの展開
列を選択して、Complex Flat File ステージまたは Fixed-width Flat File ステージにロードすると、選択さ
れた列とフィラーが「ステージ」ページの「Columns」タブに表示されます。 Multi-format Flat File ステ
ージの場合、列とフィラーは「ステージ」ページの「レコード」タブに表示されます。フィラーで表現され
た列を再選択する必要がある場合でも、表定義を再ロードする必要はありません。「フィラーの展開...」オ
プションを使用すると、フィラーの一部またはすべての列を再選択できます。
フィラーを展開するには、列グリッドでフィラー列を右クリックし、ショートカット・メニューで「フィラ
ーの展開...」を選択します。「フィラーの展開」ダイアログ・ボックスが開きます。「使用可能な列」ツリ
ーにフィラーの内容が表示され、必要な列を再選択できるようになります。
列のグリッドに、以下の列が入っているとします。
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FILLER_1_1
B
GRP1
FILLER_2_9
FILLER_10_11

FILLER_2_9 を展開した場合、「使用可能な列」ツリーに FILLER_2_9 の内容が表示されます。
C1
C2
GRP2(2)
D1
D2
D3

列 C1 を選択した場合、グリッドの中のステージ列が、次のように変わります。
FILLER_1_1
B
GRP1
C1
FILLER_3_9
FILLER_10_11

FILLER_3_9 を展開して列 C2 を選択した場合、列のグリッドは次のように変わります。
FILLER_1_1
B
GRP1
C1
C2
FILLER_4_9
FILLER_10_11

フィラーの展開を続けた場合、最終的に、列のグリッドに表内のオリジナル列のすべてが入ります。
A
B
GRP1
C1
C2
GRP2
D1
D2
D3
E
F
G
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第 12 章 JCL テンプレート
ジョブ制御言語 (JCL) は、メインフレームでジョブを実行するための指示を指定します。 JCL はジョブを
1 つ以上のステップに分けます。各ステップで、以下のことが指定されます。
v 実行されるプログラム
v プログラムが入っているライブラリー
v プログラムが必要とするファイルおよびその属性
v プログラムが必要とするインライン入力
v ステップを実行するための条件
InfoSphere DataStage MVS エディションには一連の JCL テンプレートが付属しており、ユーザーは JCL
テンプレートをカスタマイズして、ジョブに固有の JCL を生成します。テンプレートは、コンパイルを生
成し、JCL を実行するために使用されます。この付録では、これらの JCL テンプレートと、JCL テンプレ
ートをカスタマイズする方法について説明します。

JCL テンプレートの説明
JCL テンプレートは、IBM InfoSphere DataStage サーバーのインストール・ディレクトリーの下の
JCLTemplates という名前のディレクトリーにあります。このディレクトリーには、テンプレート・ファイ
ルの 2 つのセット、すなわち、ユーザーが編集できるデフォルトのセット、および読み取り専用のマスタ
ー・セットが入っています。 表 79 に、JCL テンプレート、および、それぞれのテンプレートによって行
われるタスクの説明があります。
表 79. InfoSphere DataStage JCL テンプレート
テンプレート

説明

AllocateFile

新規の、空のファイルを作成します。

CleanupMod

存在していない可能性があるファイルを削除します。
既存ファイルを削除します。

CleanupOld
CompileLink

1

非データベースのコンパイルとリンク・エディット。

ConnectDirect

Connect:Direct ファイル交換ステップを実行するのに必要
な基礎ステートメント。このテンプレートのデフォルトの
バージョンは UNIX プラットフォーム用にデザインされ
ているものですが、JCL 拡張変数を使用して、その他の
プラットフォーム用にカスタマイズできます。

DB2CompileLinkBind1

データベースのコンパイル、リンク・エディット、および
バインド。

DB2IMSRun

データベース・ステップおよび IMS プログラムの両方を
実行するのに必要な基礎ステートメント。

DB2Load

データベース・ロード・ユーティリティー。

DB2Run

データベース・ステップを実行するのに必要な基礎ステー
トメント。

DeleteFile

メインフレーム・ユーティリティー IDCAMS を使用し
て、ファイルを削除します。
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表 79. InfoSphere DataStage JCL テンプレート (続き)
テンプレート

説明

FTP

FTP ステップを実行するのに必要な基礎ステートメン
ト。

IMSRun

IMS プログラムを実行するのに必要な基礎ステートメン
ト。

Jobcard

毎ジョブ (コンパイルまたは実行) の始めで使用される基
礎ジョブ・カード。

NewFile

新規ファイルを定義します。

OldFile

既存ファイルを定義します。

OMXfr

オペレーショナル・メタデータ XML ファイルを、
InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーション
に転送するときに必要な JCL ステートメント。

PreSort

外部ソート・ステップを実行するのに必要な基礎ステート
メント。

Run

メイン処理ステップを実行する際に必要な基礎ステートメ
ント。
ソートに必要なステートメント。

Sort
TDCompileLink

1

Teradata のコンパイルおよびリンク。

TDFastExport

Teradata FastExport ユーティリティー。

TDFastLoad

Teradata FastLoad ユーティリティー。

TDMultiLoad

Teradata MultiLoad ユーティリティー。

TDRun

Teradata の実行。

TDTPump

Teradata TPump ユーティリティー。

1

InfoSphere DataStage は、生成済み COBOL ソースをコンパイルするとき、
APOST、LIB、NONAME、NODYNAM、および RENT COBOL の各コンパイラー・オプションを使用しま
す。 各オプションの完全な説明については、「IBM COBOL for OS/390 and VM Programming Guide」の
最新版を参照してください。

JCL テンプレートの使用法
JCL テンプレートは、コード生成の際に、コンパイルおよび実行 JCL ファイルを作成するために使用され
ます。 表 80 および 253 ページの表 81 には、テンプレートが、各 JCL ファイルに使用される順序でリ
ストされており、使用法の詳細な説明があります。
表 80. コンパイル JCL テンプレートの使用法
テンプレート

使用法

JobCard

1。

CompileLink、DB2CompileLinkBind、または
TDCompileLink

1。DB2CompileLinkBind は、少なくとも 1 つの DB2
Relational ステージを使用するジョブに使用され、
TDCompileLink は、少なくとも 1 つの Teradata
Relational ステージを使用するジョブに使用され、
CompileLink は、その他のすべてのジョブに使用されま
す。
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表 81. 実行 JCL テンプレートの使用法
テンプレート

使用法

JobCard

1。

CleanupMod

「正常終了時処理」が「削除」に設定されている、それぞ
れのターゲット Fixed-width Flat File、Delimited Flat
File、DB2 Load Ready Flat File、または Teradata Export
ステージごとに 1 つ。

DeleteFile

「書き込みオプション」が「既存ファイルを削除して再作
成」に設定されている、それぞれのターゲット
Fixed-width Flat File、Delimited Flat File、または DB2
Load Ready Flat File ステージごとに 1 つ。

PreSort

ソート制御ステートメントが「プレソート」タブで指定さ
れている、それぞれの Complex Flat File ステージまたは
Fixed-width Flat File ステージごとに 1 つ。

AllocateFile

「正常終了時処理」が「削除」に設定されている、それぞ
れのターゲット Fixed-width Flat File、Delimited Flat
File、DB2 Load Ready Flat File、または Teradata Load
ステージごとに 1 つ。

TDFastExport

それぞれの Teradata Export ステージごとに 1 つ。

Run、DB2Run、DB2IMSRun、IMSRun、または TDRun

1。DB2Run は、少なくとも 1 つの DB2 Relational ステ
ージを使用するジョブに使用され、IMSRun は、少なくと
も 1 つの IMS ステージを使用するジョブに使用され、
DB2IMSRun は、DB2 Relational ステージおよび IMS ス
テージの両方を使用するジョブに使用され、TDRun は、
少なくとも 1 つの Teradata Relational ステージを使用す
るジョブに使用され、Run はその他のすべてのジョブに
使用されます。

NewFile

「正常終了時処理」が「削除」に設定されていない、それ
ぞれのターゲット Fixed-width Flat File、Delimited Flat
File、DB2 Load Ready Flat File、または Teradata Load
ステージごとに 1 つ。

OldFile

「正常終了時処理」が「削除」に設定されている、それぞ
れのソース Fixed-width Flat File、Complex Flat File、ま
たは Teradata Export ステージごとに 1 つ、および、そ
れぞれのターゲット Fixed-width Flat File、Delimited Flat
File、DB2 Load Ready Flat File、または Teradata Load
ステージごとに 1 つ。

Sort

「タイプ」が「GROUP BY」に設定されている、それぞ
れの Sort ステージごとに 1 つ、およびそれぞれの
Aggregator ステージごとに 1 つ。

FTP または ConnectDirect

選択されているファイル交換方式に応じて、それぞれの
FTP ステージごとに 1 つ。

OMXfr

オペレーショナル・メタデータが生成される場合は 1
つ。

DB2Load、TDFastLoad、TDMultiLoad、または TDTPump

選択されているロード・ユーティリティーに応じて、それ
ぞれの DB2 Load Ready Flat File ステージまたは
Teradata Load ステージごとに 1 つ。
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表 81. 実行 JCL テンプレートの使用法 (続き)
テンプレート

使用法

CleanupOld

「正常終了時処理」が「削除」に設定されている、それぞ
れのターゲット Fixed-width Flat File、Delimited Flat
File、DB2 Load Ready Flat File、または Teradata Load
ステージごとに 1 つ。

JCL テンプレートのカスタマイズ
新規プロジェクトを開始するとき、デフォルトのテンプレートを編集することによって、プロジェクト固有
のバージョンの JCL テンプレートを作成できます。テンプレートをカスタマイズすると、そのテンプレー
トは、ユーザーのプロジェクトのすべてのジョブに使用できます。
各 JCL テンプレートには、ユーザーの環境に固有の値で置き換える必要がある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、次のように識別されます。
<== REVIEW

JCL テンプレートを表示して編集するには、以下の 2 つの方法があります。
v Microsoft Notepad などの標準的な編集ツールを使用する
v デザイナー・クライアントで、「JCL テンプレート」ダイアログ・ボックスを使用する
「JCL テンプレート」ダイアログ・ボックスを開くには、メインメニューで「ツール」 > 「JCL テンプ
レート」と選択します。このダイアログ・ボックスには、以下のフィールドとボタンがあります。
v プラットフォーム・タイプ。プラットフォーム・タイプを表示します。z/OS は、現在サポートされてい
る唯一のプラットフォームであるので、このフィールドは読み取り専用です。
v テンプレート名。リストにある利用可能 JCL テンプレートのリストが入ります。テンプレートの説明に
ついては 251 ページの表 79 を参照してください。
v 説明 (略記)。選択したテンプレートの説明 (略記) が入ります。
v テンプレート。選択したテンプレートに入っているコードを表示します。
v 保存。これは、コードを編集する場合、または、変更したテンプレートをデフォルトのコードに後でリ
セットする場合に使用できます。「保存」をクリックして、変更を保存します。
v リセット。テンプレートのコードを、マスターの読み取り専用のデフォルト・テンプレートのコードに
リセットします。
v 閉じる。「JCL テンプレート」ダイアログ・ボックスを閉じます。未保存の変更がある場合、保存する
ようにプロンプトが出されます。
v ヘルプ。ヘルプ・システムを開始します。

JCL テンプレートの変数
255 ページの表 82 に、JCL テンプレートで使用される変数の説明 (変数が指定される InfoSphere
DataStage MVS エディション内のレベルと位置を含みます) があります。これらの変数は、JCL の生成に
使用される制御ワードです。それぞれの変数は % で始まります。 これらの変数は、JCL テンプレート内
で変更したり削除してはなりません。これらの変数には、メインフレーム・ジョブ用のコードを生成する
と、自動的に値が割り当てられます。
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表 82. JCL テンプレートの変数
変数

定義

指定のレベル

%abnormal

ジョブの異常終了のファイ
ル処理

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|Options| 異常終了時処
理
ージ

%allocunit

割り振りユニット

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|Options| 割り振りタイ
プ
ージ

%blocksize

レコード・サイズおよび
「最大ブロック係数」フィ
ールドと「最大ブロック・
サイズ」フィールドに定義
されている制約に基づいて
計算される、新規ファイル
のブロック・サイズ

プロジェクト

%commands

各種ユーティリティーのコ
マンド構文

ジョブ

システムで決定される

%dblib

ジョブのアップロードに使
用される DBRM ライブラ
リー

プロジェクト

デザイナー・クライアント:

DB2 パスワード

ジョブ・プロパティー

%dbpass

指定の位置

アドミニストレーター・ク
ライアント:
「プロジェクト・プロパテ
ィー」ダイアログ・ボック
ス | Mainframe|最大ブロッ
ク係数、最大ブロック・サ
イズ

「マシン・プロファイル」
ダイアログ・ボックス
|Libraries|DBRM ライブラリ
ー
デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Environment| DBMS パスワ
ード

(上記で利用不可である場合
は、この値が使用されます)

デフォルト・ジョブ・プロ
パティー

アドミニストレーター・ク
ライアント:
InfoSphere DataStage プロジ
ェクト管理ウィンドウ|
Projects|Properties|
Mainframe|DBMS パスワー
ド

%dbsubsys

DB2 サブシステム識別子

(上記で利用不可である場合
は、この値が使用されます)

DB2 Load Ready Flat File
ステージ

ジョブ・プロパティー

デザイナー・クライアント:
Stage|Bulk Loader|DB2 サブ
システム ID
デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Environment| システム名
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表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

(上記で利用不可である場合
は、この値が使用されます)

デフォルト・ジョブ・プロ
パティー

アドミニストレーター・ク
ライアント:
InfoSphere DataStage プロジ
ェクト管理ウィンドウ
|Projects|
Properties|Mainframe| DBMS
システム名

%dbtable

DB2 表名

DB2 Load Ready Flat File
ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|Bulk Loader|表名

%dbuser

DB2 ユーザー名

DB2 Load Ready Flat File
ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|Bulk Loader|ユーザー
名

(上記で利用不可である場合
は、この値が使用されます)

ジョブ・プロパティー

(上記で利用不可である場合
は、この値が使用されます)

デフォルト・ジョブ・プロ
パティー

デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Environment|ユーザー名
アドミニストレーター・ク
ライアント:
InfoSphere DataStage プロジ
ェクト管理ウィンドウ|
Projects|Properties|
Mainframe|DBMS ユーザー
名

デザイナー・クライアント:
Complex Flat File、
Fixed-width Flat File、 DB2
Stage|General|DD 名
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ
ージ

%ddname

データ定義名

%ddstmts

実行 JCL テンプレートに追 DB2Run、 DB2IMSRun、
加されたデータ定義ステー Run、 または TDRun JCL
トメントであり、追加ステ テンプレート
ップを実行 JCL に追加でき
る

%deletefile

既存ファイルの削除
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生成された COBOL プログ
ラムを実行する実行 JCL ス
テップにユーザーによって
挿入される。 この後に、そ
の他のステップの実行が許
可されるユーザー指定の
JCL が続く。 1

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|General|ファイル名 (書
き込みオプションが「既存
ージ
ファイルを削除して再作
成」の場合にのみ使用され
る)

表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

%deviceunit

新規ファイルまたは作業デ
ータ・セット用のデバイ
ス・ユニット

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|Options|ユニット
ージ

%disp

ファイルの処理

Complex Flat File、
Fixed-width Flat File、 DB2
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ
ージ

%expdate

データ・セットの有効期限

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File、Teradata Stage|Options| 有効期限
Load の各ステージ
または

システムで決定される。
Complex Flat File ソース・
ステージおよび Fixed-width
Flat File ソース・ステージ
の場合、SHR が使用され
る。Fixed-width Flat
File、DB2 Load Ready Flat
File、 および Delimited Flat
File の各ターゲット・ステ
ージの場合、値は、以下の
ように、指定された書き込
みオプションによって異な
る。新規ファイルを作成す
る場合 NEW が使用され
る、既存ファイルを上書き
する場合 OLD が使用され
る、既存ファイルに追加す
る場合 MOD が使用され
る、既存ファイルを削除し
て再作成する場合 REPL が
使用される。

Stage|File|有効期限 (Teradata
Load)
%extdec

拡張 10 進数サポート

プロジェクト

アドミニストレーター・ク
ライアント:
InfoSphere DataStage プロジ
ェクト管理ウィンドウ|
Projects|Properties|
Mainframe|拡張 10 進数をサ
ポート。 このフィールドが
選択された場合は EXTEND
が使用される、その他の場
合は COMPAT が使用され
る。
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表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

%filename

名前を付けるファイル

デザイナー・クライアント:
Complex Flat File、
Fixed-width Flat File、 DB2
Stage|General|ファイル名
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ
ージ

%ftpfromfile

FTP ソース・ファイル名

FTP ステージ

デザイナー・クライアント:
Inputs|General|ファイル名

%ftphost

%ftpmode

FTP ホスト名または IP ア
ドレス

FTP ステージ

FTP 転送モード

FTP ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|General| ホスト名/IP
アドレス
デザイナー・クライアント:
Stage|General|転送モード

%ftppassword

FTP ユーザー・パスワード

FTP ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|General|パスワード

%ftpport

FTP ポート

FTP ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|General|ポート

%ftptofile

%ftptype

FTP ターゲット・ファイル
名

FTP ステージ

FTP 転送タイプ

FTP ステージ

デザイナー・クライアント:
Inputs|General| 転送先ファイ
ル名
デザイナー・クライアント:
Stage|General|転送タイプ

%ftpuser

FTP ユーザー ID

FTP ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|General|ユーザー名

%imsprogtype

IMS プログラム・タイプ

ジョブ

デザイナー・クライアント:
「コード生成」ダイアロ
グ・ボックス|IMS プログラ
ム・タイプ

%imsid

IMS システム名

IMS ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|View|IMS ID

%imspsb

IMS PSB 名

IMS ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|View|PSB

%jobacctg
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プロジェクト

デザイナー・クライアント:
「マシン・プロファイル」
ダイアログ・ボックス
|Libraries|ジョブ・カード・
アカウント情報

表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

%loadcontrol

DB2 データベース・ロー
ド・ユーティリティー制御
ステートメント

DB2 Load Ready Flat File
ステージ

デザイナー・クライアント
に指定されている列定義に
基づいて、システムによっ
て決定される。
Stage|Columns

%loadlib

%normal

%objlib

%omfile

%omipaddr

%ompass

%omtarget

ジョブのアップロードに使
用されるロード・ライブラ
リー

プロジェクト

デザイナー・クライアント:

ジョブの正常終了のファイ
ル処理

Fixed-width Flat File、DB2
Load Ready Flat
File、Delimited Flat File の
各ステージ

デザイナー・クライアント:

ジョブのアップロードに使
用されるオブジェクト・ラ
イブラリー

プロジェクト

デザイナー・クライアント:

オペレーショナル・メタデ
ータ XML ファイルのデー
タ・セット名

ジョブ・プロパティー

オペレーショナル・メタデ
ータ XML ファイルのター
ゲット・マシン IP アドレ
ス

ジョブ・プロパティー

オペレーショナル・メタデ
ータ XML ファイルのター
ゲット・マシンのパスワー
ド

ジョブ・プロパティー

オペレーショナル・メタデ
ータ XML ファイル・ター
ゲット・ディレクトリー

ジョブ・プロパティー

「マシン・プロファイル」
ダイアログ・ボックス
|Libraries|ロード・ライブラ
リー

Stage|Options|正常終了時処
理

「マシン・プロファイル」
ダイアログ・ボックス
|Libraries|オブジェクト・ラ
イブラリー
デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Operational metadata|XML
ファイル用データ・セット
名
デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Operational metadata|IP アド
レス
デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Operational metadata|パスワ
ード
デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Operational metadata|XML
ファイル・ターゲット・デ
ィレクトリー
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表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

%omuser

オペレーショナル・メタデ
ータ XML ファイルのター
ゲット・マシン・ユーザー
名

ジョブ・プロパティー

デザイナー・クライアント:

%omxml

オペレーショナル・メタデ
ータ XML ファイルのファ
イル名

ジョブ

COBOL プログラムの実行
時間に基づいて、システム
によって決定される。

%pgmname

プログラム名

ジョブ

デザイナー・クライアント:

「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Operational metadata|ユーザ
ー名

「コード生成」ダイアロ
グ・ボックス|COBOL プロ
グラム・ファイル名
デザイナー・クライアント:

ソース・データのプレソー
ト基準

Complex Flat
File、Fixed-width Flat File
の各ステージ

%primamt

1 次割り振り量

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|Options|1 次割り振り
量
ージ

%recfm

新規ファイルのレコード・
フォーマット

Fixed-width Flat File、 DB2
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ
ージ

システムで決定される。
Fixed-width Flat File および
DB2 Load Ready Flat File
の各ステージの場合、FB
が使用される。 Delimited
Flat File ステージの場合、
VB が使用される。

%reclen

新規ファイルのレコード長

Fixed-width Flat File、 DB2
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ
ージ

デザイナー・クライアント
に指定されている列定義に
基づいて、システムによっ
て決定される。

%presort

Stage|Pre-sort| ステートメン
ト・エディター

Stage|Columns
%retnperiod

データ・セットの保存期間

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Stage|Options| 保存期間
Delimited Flat File、
Teradata Load の各ステージ
または
Stage|File|保存期間 (Teradata
Load)

%secamt

2 次割り振り量

%sortblocksize

260

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|Options|
ージ
2 次割り振り量
Sort ステージ

表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

%sortid

ソートインおよびソートア
ウトの一時ファイル名

Sort ステージ

システムで決定される

%sortreclen

ソート・レコード長

Sort ステージ

システムで決定される

%sortseq

プレソート処理

Complex Flat
File、Fixed-width Flat File
の各ステージ

システムで決定される

%srclib

ジョブのアップロードに使
用されるソース・ライブラ
リー

プロジェクト

デザイナー・クライアント:

DB2 表オーナー

DB2 Load Ready Flat File
ステージ

%tblowner

「マシン・プロファイル」
ダイアログ・ボックス
|Libraries|ソース・ライブラ
リー 2
デザイナー・クライアント:
Stage|Bulk Loader|表オーナ
ー

%tdpass

Teradata パスワード

ジョブ・プロパティー

デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Environment| Teradata パス
ワード

(ここに指定がない場合は、
上記の値が使用されます)

Teradata Export、Teradata
Load の各ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|General|パスワード

%tdtdp

Teradata データベース識別
子

ジョブ・プロパティー

(ここに指定がない場合は、
上記の値が使用されます)

Teradata Export、Teradata
Load の各ステージ

デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Environment|TDP ID
デザイナー・クライアント:
Stage|General|TDP ID

%tduser

Teradata ユーザー ID

ジョブ・プロパティー

デザイナー・クライアント:
「ジョブ・プロパティー」
ダイアログ・ボックス
|Environment|ユーザー ID

(ここに指定がない場合は、
上記の値が使用されます)

Teradata Export、Teradata
Load の各ステージ

デザイナー・クライアント:
Stage|General|ユーザー ID

%volser

ボリューム通し番号の名前

Fixed-width Flat File、 DB2 デザイナー・クライアント:
Load Ready Flat File、
Delimited Flat File の各ステ Stage|Options|ボリューム通
し番号
ージ
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表 82. JCL テンプレートの変数 (続き)
変数

定義

指定のレベル

指定の位置

%xtrndyn

動的に呼び出される外部ル
ーチン名

プロジェクト

デザイナー・クライアント:

%xtrnincs

%xtrnlibrary

%xtrnname

「メインフレーム・ルーチ
ン」ダイアログ・ボックス
|General| ルーチン名

リンケージ・エディター用 プロジェクト
に静的に呼び出される外部
ルーチンの INCLUDE ステ
ートメント

デザイナー・クライアント:

外部ルーチン・ライブラリ
ー名

プロジェクト

デザイナー・クライアント:

静的に呼び出される外部ル
ーチン名

プロジェクト

「メインフレーム・ルーチ
ン」ダイアログ・ボックス
|General| 外部サブルーチン
名

「メインフレーム・ルーチ
ン」ダイアログ・ボックス
|General| ライブラリー・パ
ス
デザイナー・クライアント:
「メインフレーム・ルーチ
ン」ダイアログ・ボックス
|General| ルーチン名

1

この変数は %.if ... %.endif ブロック内で使用できません。変数の後に挿入されるユーザー指定 JCL に
は、ステージ変数または JCL 拡張変数を入れることができます。
2

この変数は JCL 拡張変数と一緒に使用できません。

JCL 拡張変数
JCL 拡張変数を使用すると、IBM InfoSphere DataStage によって生成された JCL をカスタマイズできま
す。 JCL 拡張変数は、ジョブ・レベルでのみ使用することができ、z/OS JCL 置換変数に似ています。
JCL 拡張変数は、以下の場所で使用できます。
v JCL テンプレートで
v ステージへの入力としてファイル名が入力されているところで
v Complex Flat File、Fixed-width Flat File、Delimited Flat File、DB2 Load Ready Flat File、および
Teradata Load の各ステージの「有効期限」または「保存期間」フィールドで
v 「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスの「ライブラリー・パス」フィールドで
v 「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスの「JCL」ページで (外部ソースおよびターゲッ
ト・ルーチンのみ)
v External Source および External Target の各ステージ・エディターの「JCL」タブで
JCL 拡張変数は、マシン・プロファイル内、またはジョブのアップロード中に使用することはできませ
ん。また、JCL テンプレート内の変数 %srclib と一緒に使用することもできません。
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JCL 拡張変数の定義
JCL 拡張変数の定義は、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「拡張」ページで行います。
このダイアログ・ボックスは、デザイナー・クライアントのメニューで「編集」 > 「ジョブ・プロパティ
ー」を選択して開きます。
JCL 拡張変数の名前は、任意の長さでよく、最初の文字は英字でなければならず、その後には英数字だけ
を使用します。名前に大/小文字を混用できますが、ジョブ・プロパティーに指定する名前は、 262 ページ
の『JCL 拡張変数』 に説明されている場所で使用している名前に一致していなければなりません。
「拡張」ページで、拡張変数を 2 つ定義するとします。最初の変数は qualid という名前で、ロード・ラ
イブラリーのオーナーを表します。この変数には KVJ1 という値があります。 2 番目の変数は rtlver と
いう名前で、ランタイム・ライブラリーのバージョンを表します。この変数には COBOLGEN.V750 とい
う値があります。
これらの変数を、以下に示すように、CompileLink JCL テンプレートの SYSLIB 行および SYSLMOD 行
に挿入します。
//COBCOMP
EXEC PGM=IGYCRCTL,
//
COND=(4,LT),
//
PARM=(APOST,LIB,NONAME,NODYNAM,RENT%extdec)
//SYSIN
DD DISP=SHR,DSN=%srclib(%pgmname)
//SYSLIB
DD DISP=SHR,DSN=%+rtlver..COPYLIB
//SYSLIN
DD DSN=&&OBJMOD,DISP=(NEW,PASS),
//
UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(20,20),RLSE),
//
DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120)
//SYSPRINT
DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP
DD SYSOUT=*
//SYSUT1
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT2
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT3
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT4
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT5
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT6
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT7
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//SYSUT8
DD SPACE=(800,(500,500),,,ROUND),UNIT=SYSDA
//*---------------------------------------------------------------//LKED EXEC PGM=IEWL,
//
COND=(4,LT),
//
PARM=(LIST,XREF,LET,MAP,AMODE(31),RMODE(ANY)),
//
REGION=4M
//SYSLIB DD
DISP=SHR,DSN=CEE.SCEELKED
//SYSLMOD DD DISP=SHR,DSN=%+qualid..%loadlib
//ARDTLIB DD DISP=SHR,DSN=%+rtlver..LINKLIB

変数名には %+ という接頭部を付ける必要があります。 2 つのピリオド (..) によって、拡張変数がその
他の JCL 変数から分離されていることに注意してください。これは、JCL を正しく生成するために必要で
す。
ジョブ用に JCL が生成されると、変数 %+qualid のすべてのオカレンスが KVJ1 で置き換えられ、変数
%+rtlver のすべてのオカレンスが COBOLGEN.V750 で置き換えられます。 SYSLMOD 行内のその他の
JCL 変数は、ジョブのアップロード中に、「マシン・プロファイル」ダイアログ・ボックスで指定された
値で置き換えられます。
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JCL テンプレートの条件ステートメント
InfoSphere DataStage では、JCL テンプレートを使用して、条件付き処理を実行できます。 JCL テンプレ
ートを変更して、どの JCL テンプレートを生成済み JCL に含めるかを決定します。構文は次のようにな
ります。
%.if +varname op value
...
%.else
...
%.endif

このケースでは、+varname は %+varname ではなく、+varname としてフォーマット設定されます。これ
らの名前には % を使用しないで、+ だけを使用してください。名前は、最初の文字は英字で始め、英字
と数字だけが使用できます。名前は、大/小文字が混用されてもかまいません。
各 %. 条件付き構文は、変更される JCL テンプレートの列 1 で始める必要があります。 1 つの JCL テ
ンプレートで複数の条件ステートメントを使用できますが、複数レベル、あるいはネストされた条件ステー
トメントは使用できません。
オペレーターと値が %.if 構文の中に含まれている場合は、1 つ以上のスペースを、各エレメントの前また
は後、または各エレメントの間に入れることができます。オペレーターは、= または <> です。値のフォ
ーマットは、string_value または %+string_ext_var です。
+varname が、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「拡張」ページに割り当てられている非
ブランクで非 NULL の値を使用している場合、テストは「真」になり、%.if に続き %.else に先行するス
テートメントが JCL の生成時に生成されます。それ以外の場合は、%.else の後に続くステートメントが
JCL の生成時に生成されます。
例えば、この機能を使用して、ジョブで、プロダクション・データ・セットまたはテスト・データ・セット
のどちらを使用するかを決めることができます。 JCL ステートメントは次のようになります。
%.if +qual
//%ddname DD DISP=%disp,DSN=%+qual..%filename
%.else
//%ddname DD DISP=%disp,DSN=PROD.%filename
%.endif

拡張変数 qual が、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「拡張」ページで指定されている値
TEST を使用しており、さらに、ステージにあるファイル名が CUSTOMER.DATA である場合、生成され
る DSN は TEST.CUSTOMER.DATA になります。 qual に値がない場合、DSN は
PROD.CUSTOMER.DATA になります。

JCL テンプレートの % 記号
JCL テンプレートの % 記号は、制御ステートメントや置換変数などの JCL 生成プログラムの使用のため
に予約されています。 InfoSphere DataStage は、%<string> を解決できない場合、この記号を !<string>
に変更します。
JCL テンプレートをカスタマイズしている場合で、% を保存する必要があるときは、この記号を二重にし
ます。例えば、次のステートメントが必要な場合、
//* %A = %%B + %%%C
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これを、次のように変更します。
//* %%A = %%%%B + %%%%%%C

このようにすると、InfoSphere DataStage は、このステートメントが表示される場所で % の 2 番目のオ
カレンスを削除します。
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第 13 章 メインフレームのオペレーショナル・メタデータ
データウェアハウスに関与するデータとプロセスをより明確に理解するために、メインフレーム・ジョブの
実行時にオペレーショナル・メタデータを生成して保管することができます。
オペレーショナル・メタデータを IBM InfoSphere Information Server リポジトリーにインポートする詳細
については、「IBM InfoSphere Information Server Guide to Managing Operational Metadata from Job
Runs」を参照してください。

オペレーショナル・メタデータの生成 (メインフレーム・ジョブ)
オペレーショナル・メタデータをプロジェクト・レベルまたはジョブ・レベルで使用可能に設定した後、生
成することができます。ジョブ・レベルの設定値は、プロジェクト・レベルの設定値をオーバーライドしま
す。
どちらのオプションでも、ジョブ・プロパティーで IBM InfoSphere Information Server エンジンの接続詳
細を指定する必要があります。
コード生成の際に、COBOL プログラムは、ジョブ・デザインからの JCL オペレーショナル・メタデータ
の取り込みを実行します。メインフレームでのプログラムの実行中に、オペレーショナル・メタデータが
XML ファイルに書き込まれます。その後、XML ファイルは InfoSphere Information Server エンジンのデ
ィレクトリーに置かれます。実行インポーター・ユーティリティーを使用して、このファイルをメタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。
XML ファイルの作成によって、メインフレームのプログラム実行時間が増える場合があります。プログラ
ム実行時間の増加は、実行 JCL を変更することによって制御できます。これによって、コード生成の良い
結果が得られるまで、XML ファイルの作成を延期することができます。

オペレーショナル・メタデータの概要 (メインフレーム・ジョブ)
オペレーショナル・メタデータは、ジョブの処理ステップを記述するイベントの集合です。
メインフレーム・ジョブのオペレーショナル・メタデータには、以下が含まれます。
v メインフレーム・システム情報
v ジョブの開始および終了時刻
v ジョブ状況
v プロジェクト名およびジョブ名
v ジョブ・パラメーターの名前および値
v フラット・ファイル・ステージのデータ・セット名
v ソース・ステージから読み取られたレコードの数
v ターゲット・ステージに書き込まれたレコードの数
v いずれかの External Source ステージまたは External Target ステージのルーチン名
オペレーショナル・メタデータには、以下のものは含まれません。
v 事前実行または Teradata Export などの事前実行アクティビティー
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011
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v DB2 または Teradata バルク・ロードまたは FTP ファイル転送などの事後実行アクティビティー
メインフレーム・ジョブでは、最適化が実行されることに注意してください。オペレーショナル・メタデー
タは、ジョブ・デザインと 1 対 1 対応がない場合があります。

プロジェクト・レベルでオペレーショナル・メタデータを使用可能に設定す
る (メインフレーム・ジョブ)
プロジェクトにあるすべてのジョブのオペレーショナル・メタデータを使用可能に設定することができま
す。

手順
1. アドミニストレーター・クライアントを開きます。
2. 「InfoSphere DataStage プロジェクト管理」ウィンドウの「プロジェクト」ページをクリックします。
3. プロジェクトを選択し、「プロパティー」をクリックします。(新規プロジェクトを開始する場合は、
「追加」をクリックしてプロジェクトの名前と位置を指定し、次に「プロパティー」をクリックしま
す。)
4. 「メインフレーム」をクリックして、このページを「プロジェクト・プロパティー」ウィンドウの前に
出します。
5. 「オペレーショナル・メタデータを生成」を選択します。
6. 「OK」をクリックして変更を保存し、次に「閉じる」をクリックしてアドミニストレーター・クライ
アントを終了します。

タスクの結果
ジョブ・レベルで設定をオーバーライドしない限り、プロジェクト内のすべての新規ジョブのオペレーショ
ナル・メタデータが生成されます。

ジョブ・レベルでオペレーショナル・メタデータを使用可能に設定する (メ
インフレーム・ジョブ)
デザイナー・クライアントで、プロジェクト・レベルの設定をオーバーライドし、ジョブのオペレーショナ
ル・メタデータを使用可能または使用不可に設定することができます。

手順
1. デザイナー・クライアントでジョブを開きます。
2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」と選択する。
3. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「全般」タブをクリックし、「オペレーショナル・メタデータ
を生成」を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server エンジンの接続詳細の指定
オペレーショナル・メタデータを使用可能に設定した後、オペレーショナル・メタデータが入った XML
ファイルを転送する先のエンジンの接続詳細を指定する必要があります。
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始める前に
XML ファイルを転送するには、その前に、FTP を使用可能にして、エンジン上のデフォルト FTP ディレ
クトリーを指定する必要があります。

手順
1. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを開きます。
2. 「オペレーショナル・メタデータ」ページをクリックします。
3. 「マシン・プロファイル」フィールドで、エンジンを識別する名前を入力するか、リストから既存のマ
シン・プロファイルを選択します。 既存のマシン・プロファイルをロードする場合、このページの残
りのフィールドは自動的に充てんされます。
4. 「IP アドレス」フィールドに、エンジンの IP アドレスを入力します。
5. 「ファイル交換方式」フィールドで、「FTP」または「直接接続」を選択します。
6. 「ユーザー名」フィールドに、エンジンにログインするためのユーザー名を入力します。
7. 「パスワード」フィールドに、エンジンのログインのユーザー名に関連付けられたパスワードを入力し
ます。
8. 「XML ファイル・ターゲット・ディレクトリー」フィールドに、XML ファイルが入れられるターゲ
ット・ディレクトリーの名前を、デフォルトの FTP ディレクトリーに相対的に入力します。該当する
DOS、UNIX、または Linux モードで名前を指定し、必要なスラッシュ・マークを入れます。ディレク
トリー名にブランクが含まれている場合は、名前の全体を単一引用符で囲みます。
Windows プラットフォームの場合、XML ファイルは
IBM¥InformationServer¥ASBNode¥conf¥etc¥XmlFiles に保存されます。
UNIX および Linux プラットフォームの場合、XML ファイルは opt/IBM/InformationServer/
ASBNode/conf/etc/XmlFiles に保存されます。このフィールドをブランクのままにした場合、XML フ
ァイルはエンジン上のデフォルトの FTP ディレクトリーに置かれます。この場合、XML ファイルを
リポジトリーにインポートする前に、デフォルトの FTP ディレクトリーから、エンジン上で XML フ
ァイルが保存されるディレクトリーにファイルをコピーしてください。
9. 「XML ファイル用データ・セット名」フィールドに、メインフレーム・システムにある XML ファ
イルのデータ・セット名を入力します。このファイルは、必ず、COBOL プログラムを実行する前に、
メインフレームに作成しておく必要があります。ジョブが実行されるたびに、ユニークなデータ・セッ
ト名をシステムに生成させたい場合は、指定する名前の後に (+1) を追加します。詳しくは、 270 ペー
ジの『GDG の使用によるユニーク・データ・セット名の生成』を参照してください。
10. 「OK」をクリックして、変更を保存します。

タスクの結果
コードの生成時に、メインフレームで XML ファイルがデータ・セットとして生成されます。XML ファイ
ル名は、COBOL プログラム実行の日付と時間を基にして、システムによって、例えば
20060304-133249-0.xml のように決められます。

次のタスク
転送が完了したら、実行インポーター・ユーティリティーを使用して、XML ファイルをメタデータ・リポ
ジトリーにインポートします。
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オペレーショナル・メタデータのリポジトリーへのインポートについては、「IBM InfoSphere Information
Server Guide to Managing Operational Metadata from Job Runs」を参照してください。

XML ファイル作成の制御
コード生成とプログラム実行が複数回循環する必要があるジョブの場合、満足できる結果が出るまで、
XML ファイルの作成を延期する必要がある場合があります。これは、ジョブの実行 JCL を変更すること
によって行えます。
実行 JCL ファイルを開いて、パラメーター GENXMLFILE を見つけます。ステートメントを次のように変更
します。
GENXMLFILE = NO

コードの生成中にオペレーショナル・メタデータがまだ収集されますが、XML ファイルには書き込まれま
せん。 XML ファイルを作成する準備ができたら、GENXMLFILE の値を YES に変えます。オペレーショナ
ル・メタデータは、XML ファイルに書き込まれ、IBM Information Server エンジンに転送されます。

GDG の使用によるユニーク・データ・セット名の生成
GDG を使用してユニーク・データ・セット名を生成することができます。

このタスクについて
ユーザーは、世代別データ・グループ (GDG) を使用して、ジョブが実行されるたびに、XML ファイルの
ユニークなデータ・セット名をシステムに生成させることができます。これによって、実行 JCL でファイ
ルの処理が OLD または SHR であっても、ファイルの上書きが起こらないようになります。

手順
1. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「オペレーショナル・メタデータ」ページ、または、「マシ
ン・プロファイル」ウィンドウの「接続」ページで、XML ファイル用に指定するデータ・セット名に
(+1) を追加します。例えば、次のようになります。
USERID.XML.OUT(+1)

2. IDCAMS を使用して、GDG 基本項目をメインフレームで定義します。例えば、次のようになります。
USERID.XML.OUT

3. OMXML JCL テンプレート内の DD ステートメントを、次のように変更します。
//OMXML

DD

DSN=%omxml,DISP=(NEW,CATLG)
UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),
DCB=(MODLDSCB,RECFM=VB,LRECL=4092,BLKSIZE=4096

ここで MODLDSCB は、ユーザーの GDG データ・セットのモデル DSCB です。
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第 14 章 ランタイム・ライブラリー
この付録では、メインフレーム・ジョブ用の InfoSphere DataStage ランタイム・ライブラリー (RTL) につ
いて説明します。RTL には、メインフレーム・ジョブの実行の際に使用されるルーチンが入っています。
ユーザーのジョブ・デザインに応じて、そのジョブの COBOL プログラムが、これらのルーチンの 1 つ以
上を呼び出します。
RTL ルーチンは、データのソート、ハッシュ・テーブルの作成、DB2 ロード・レディー・ファイルの作
成、区切り文字付きフラット・ファイルの作成、および、ユーティリティーの実行のために使用されます。
RTL は、InfoSphere DataStage サーバーのインストール中にインストールされます。これは、ジョブがリン
ク・エディットされる前に、実行プラットフォームにインストールされていなければなりません。説明に従
って、RTL のセットアップがインストール中に完了したことを確認してください。

ソート・ルーチン
表 83 に、レコードを挿入できるように、ソートを初期化して開くために呼び出される関数の説明がありま
す。これらの関数は、1 回呼び出されます。
表 83. ソート開始関数
関数

説明

DSSRINI

初期化。

DSSROPI

レコードをソートに挿入するために開く。

表 84 に、ソートに挿入されるそれぞれのレコードごとに呼び出される関数の説明があります。
表 84. レコード挿入関数
関数

説明

DSSRSWB

書き込み (挿入) バッファリングの設定。

DSBFWKA

書き込みキー昇順。これは、それぞれの昇順キー・フィールドごとに呼び出されま
す。

DSBFWKD

書き込みキー降順。これは、それぞれの降順キー・フィールドごとに呼び出されま
す。

DSSRWKF

書き込みキー完了。これは、すべてのキー・フィールドが処理された後で呼び出さ
れます。

DSBFWDT

書き込みデータ。これは、各データ (非キー) フィールドごとに呼び出されます。

DSSRINS

ソートへのレコードの挿入。

表 85 に、すべてのレコードがソートに挿入された後で呼び出される関数の説明があります。
表 85. ソート実行関数
関数

説明

DSSROPF

ソートの呼び出し。これは実際のソートを起動し、フェッチのためにソートを開き
ます。
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表 85. ソート実行関数 (続き)
関数

説明

DSSRSRB

読み取り (フェッチ) バッファリングの設定。

表 86 に、ソートからフェッチされるそれぞれのレコードごとに呼び出される関数の説明があります。
表 86. レコード・フェッチ関数
関数

説明

DSSRGET

ソートからレコードを取得 (フェッチ)。

DSBFRKA

読み取りキー昇順。これは、それぞれの昇順キー・フィールドごとに呼び出されま
す。

DSBFRKD

読み取りキー降順。これは、それぞれの降順キー・フィールドごとに呼び出されま
す。

DSSRRKF

読み取りキー完了。これは、すべてのキー・フィールドが処理された後で呼び出さ
れます。

DSBFRDT

読み取りデータ。これは、それぞれの非キー・フィールドごとに呼び出されます。

表 87 に、ソートを閉じるために呼び出される関数の説明があります。
表 87. ソートを閉じる関数
関数

説明

DSSRCLS

閉じる。

ハッシュ・ルーチン
表 88 に、ハッシュ・テーブルを初期化するために呼び出される関数の説明があります。この関数は、それ
ぞれのハッシュ・テーブルごとに 1 回呼び出されます。
表 88. ハッシュ・テーブル初期化関数
関数

説明

DSHSINI

初期化。

表 89 に、レコードをハッシュ・テーブルに挿入するために呼び出される関数の説明があります。これらの
関数は、各レコードごとに 1 回呼び出されます。
表 89. レコード挿入関数
関数

説明

DSHSGEN

右側のハッシュ・キーに基づいてハッシュ値を計算します。

DSHSNEW

これらの関数は協同して新規レコードをハッシュ・テーブルに追加します。

DSHSSET

273 ページの表 90 に、ハッシュ・テーブルからレコードをリトリーブするために呼び出される関数の説明
があります。
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表 90. レコード・リトリーブ関数
関数

説明

DSHSRST

最初の一致ハッシュ・レコードが DSHSGET によってリトリーブされるようにリ
セットします。

DSHSGNL

左側のハッシュ・キーに基づいてハッシュ値を生成します。

DSHSGET

次のハッシュ・レコード (または、DSHSRST が呼び出された場合は最初のレコー
ド) を取得します。

表 91 に、ハッシュ・テーブルを使用して完全結合を実行するために呼び出される関数の説明があります。
表 91. 完全結合関数
関数

説明

DSHSNXMT

ハッシュ・テーブルから、ハッシュされていない次のレコードを取得します。

DSHSNOMH

ハッシュ・テーブル内で、レコードをアンハッシュします。

表 92 に、ハッシュ・テーブルを閉じるために呼び出される関数の説明があります。
表 92. ハッシュ・テーブルを閉じる関数
関数

説明

DSHSCLN

ハッシュ・テーブルをクリーンアップします。

ハッシュ・テーブルのメモリー所要量の計算
InfoSphere DataStage は、ハッシュ技法を使用してルックアップまたは結合を実行するジョブのためにハッ
シュ・テーブルをビルドします。パフォーマンスの観点から、ハッシュ・テーブルに必要なスペースの量を
計算しておくと役に立ちます。これは、ジョブのコードを生成した後で行うことができます。

手順
1. 「コード生成」ダイアログ・ボックスで「表示」をクリックし、「COBOL プログラム・ファイル」を
選択します。
2. DSHSINI RTL 関数への呼び出しを探します。この呼び出しに対して、以下の 2 つの引数があります。
a. 最初の引数は、ハッシュ制御構造で、01 レベルにあります。これは、ハッシュ・キーを記述しま
す。この構造には、HASHn または HJn (n は整数) などの名前があります。
b. 2 番目の引数はハッシュされる非キー・データを記述し、これも 01 レベルにあります。この構造の
名前は、HJn-INFO、HASHTBLn、または、DD 名です。
3. COBOL プログラムを調べて、最初の引数の RKEYLENGTH フィールドに値を移動するステートメン
トを検索することによって、最初の引数の初期化コードを見つけます。次に、以下の計算を行います。
a. ハッシュ・キー・フィールドのすべての RKEYLENGTH 値を加算します。
b. ハッシュ・キー・フィールドの数を 2 (これは各フィールドの長さと NULL インジケーターのオー
バーヘッドの 2 バイトを表します) で乗算します。
c. ステップ a および b の結果を加算して合計を出します。
4. 次に、2 番目の引数の OUTLENGTH フィールドに値を移動するステートメントを検索することによっ
て、2 番目の引数の初期化コードを見つけます。次に、以下の計算を行います。
a. すべてのフィールドの OUTLENGTH 値を加算します。
b. フィールドの数に 2 を乗算します。
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c. ステップ a および b の結果を加算して合計を出します。
5. ステップ 3 および 4 の結果を加算し、これに 21 を加算します。 これが、ハッシュされた各行に必要
なスペースの量になります。
6. ステップ 5 の結果に、ハッシュされる行の数を乗算します。
7. 合計に 4 KB を加算します。(これが、行数に関係なく、ハッシュ・テーブル自体に必要なスペースを
表します。)

タスクの結果
この結果が、ハッシュ・テーブルに必要なスペースになります。ジョブ内のそれぞれのハッシュ・テーブル
ごとに、上記の計算を繰り返します。

区切り文字付きフラット・ファイルの作成ルーチン
表 93 に、区切り文字付きフラット・ファイルを作成するために呼び出される関数の説明を示します。
表 93. 区切り文字付きフラット・ファイルの作成関数
関数

説明

DSDLOPR

読み取るためのファイルを開きます。

DSDLOPN

書き込むためのファイルを開きます。

DSDLRD

レコードを読み取り、区切り文字情報に基づいてレコードを構文解析し、データ・
タイプの変換を実行します。

DSDLWRT

レコードを書き込みます。

DSDLCLS

ファイルを閉じます。

ユーティリティー・ルーチン
表 94 に、一定のユーティリティーを実行するために呼び出される関数の説明があります。
表 94. ユーティリティー関数
関数

説明

DSINIT

ランタイム・ライブラリーを初期化します。

DSHEXVAL

変数の 16 進値を戻します。

DSUTBIT

ビット単位の ANDing、ORing、および排他 OR 関数の結果である値を戻します。

DSUTDAT

16 進数および EBCDIC 形式で、レコードまたは変数をダンプします。

DSUTPAR

列間隔が空けられた COBOL パラグラフ名を戻します。

DSUTPOS

POSITION 関数。

DSUTSBS

SUBSTRING 関数。

DSUTADR

変数のアドレスを戻します。

DSUTNUL

NULL インジケーターを設定し、値をスペースまたはゼロに設定します。
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データ・タイプの変換ルーチン
表 95 には、あるデータ・タイプから別のデータ・タイプに値を変換するために呼び出される関数の説明が
あります。データ・タイプの変換について詳しくは、 215 ページの『第 8 章 データ・タイプの定義および
マッピング』 を参照してください。
表 95. データ・タイプ変換関数
関数

説明

DSC2SI

文字ストリングを短精度整数に変換します。

DSC2I

文字ストリングを整数に変換します。

DSC2D

文字ストリングをパック 10 進数に変換します。

DSC2DT

文字ストリングを日付に変換します。

DSC2TM

文字ストリングを時刻に変換します。

DSC2TS

文字ストリングをタイム・スタンプに変換します。

DSSI2C

短精度整数を文字ストリングに変換します。

DSI2C

整数を文字ストリングに変換します。

DSD2C

10 進数を文字ストリングに変換します。

DSC2DTU

文字ストリングを米国日付形式の日付に変換します。

DSC2DTE

文字ストリングを EU 日付形式の日付に変換します。

DSB2C

2 進整数を文字ストリングに変換します。

DSL2C

長整数を文字ストリングに変換します。

オペレーショナル・メタデータ・ルーチン
表 96 に、メインフレーム・ジョブで使用するオペレーショナル・メタデータを生成するために呼び出され
る関数の説明があります。
表 96. オペレーショナル・メタデータ関数
関数

説明

DSINIT

JCL から GENXMLFILE パラメーターを読み取り、オペレーショナル・メタデー
タ XML ファイルを作成します。

DSPMDWR

オペレーショナル・メタデータを XML ファイルに書き込みます。
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第 15 章 予約語
この付録には、COBOL と SQL の予約語がリストされています。 SQL 予約語は、ステージ、リンク、
表、列、ステージ変数、またはジョブ・パラメーターの名前の中で使用することはできません。

COBOL 予約語
以下の表には、z/OS プラットフォームにおける COBOL 予約語がリストされています。
表 97. COBOL 予約語
A

B

ACCEPT

ALPHABETIC-LOWER

APPLY

ACCESS

ALPHABETIC-UPPER

ARE

ADD

ALPHANUMERIC

AREA

ADDRESS

ALPHANUMERIC-EDITED

AREAS

ADVANCING

ALSO

ASCENDING

AFTER

ALTER

ASSIGN

ALL

ALTERNATE

AT

ALPHABET

AND

AUTHOR

ALPHABETIC

ANY

BASIS

BINARY

BOTTOM

BEFORE

BLANK

BY

BEGINNING

BLOCK
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表 97. COBOL 予約語 (続き)
C

D

278

CALL

COLUMN

COMPUTATIONAL-5

CANCEL

COM-REG

COMPUTE

CBL

COMMA

CONFIGURATION

CD

COMMON

CONTAINS

CF

COMMUNICATION

CONTENT

CH

COMP

CONTINUE

CHARACTER

COMP-1

CONTROL

CHARACTERS

COMP-2

CONTROLS

CLASS

COMP-3

CONVERTING

CLASS-ID

COMP-4

COPY

CLOCK-UNITS

COMP-5

CORR

CLOSE

COMPUTATIONAL

CORRESPONDING

COBOL

COMPUTATIONAL-1

COUNT

CODE

COMPUTATIONAL-2

CURRENCY

CODE-SET

COMPUTATIONAL-3

COLLATING

COMPUTATIONAL-4

DATA

DEBUG-SUB-1

DESTINATION

DATE-COMPILED

DEBUG-SUB-2

DETAIL

DATE-WRITTEN

DEBUG-SUB-3

DISPLAY

DAY

DEBUGGING

DISPLAY-1

DAY-OF-WEEK

DECIMAL-POINT

DIVIDE

DBCS

DECLARATIVES

DIVISION

DE

DELETE

DOWN

DEBUG-CONTENTS

DELIMITED

DUPLICATES

DEBUG-ITEM

DELIMITER

DYNAMIC

DEBUG-LINE

DEPENDING

DEBUG-NAME

DESCENDING
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表 97. COBOL 予約語 (続き)
EGCS

END-INVOKE

ENDING

EGI

END-MULTIPLY

ENTER

EJECT

END-OF-PAGE

ENTRY

ELSE

END-PERFORM

ENVIRONMENT

EMI

END-READ

EOP

ENABLE

END-RECEIVE

EQUAL

END

END-RETURN

ERROR

END-ADD

END-REWRITE

ESI

END-CALL

END-SEARCH

EVALUATE

END-COMPUTE

END-START

EVERY

END-DELETE

END-STRING

EXCEPTION

END-DIVIDE

END-SUBTRACT

EXIT

END-EVALUATE

END-UNSTRING

EXTEND

END-IF

END-WRITE

EXTERNAL

FALSE

FILLER

FOR

FD

FINAL

FROM

FILE

FIRST

FUNCTION

FILE-CONTROL

FOOTING

GENERATE

GO

GIVING

GOBACK

GLOBAL

GREATER

H

HEADING

HIGH-VALUE

HIGH-VALUES

I

I-O

INDICATE

INSPECT

I-O-CONTROL

INHERITS

INSTALLATION

ID

INITIAL

INTO

IDENTIFICATION

INITIALIZE

INVALID

IF

INITIATE

INVOKE

IN

INPUT

IS

INDEX

INPUT-OUTPUT

INDEXED

INSERT

JUST

JUSTIFIED

E

F

G

J

GROUP
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表 97. COBOL 予約語 (続き)
K

KANJI

KEY

L

LABEL

LIMIT

LINES

LAST

LIMITS

LINKAGE

LEADING

LINAGE

LOCAL-STORAGE

LEFT

LINAGE-COUNTER

LOCK

LENGTH

LINE

LOW-VALUE

LESS

LINE-COUNTER

LOW-VALUES

MEMORY

METHOD

MORE-LABELS

MERGE

METHOD-ID

MOVE

MESSAGE

MODE

MULTIPLE

METACLASS

MODULES

MULTIPLY

NATIVE

NO

NUMBER

NATIVE_BINARY

NOT

NUMERIC

NEGATIVE

NULL

NUMERIC-EDITED

NEXT

NULLS

OBJECT

ON

OTHER

OBJECT-COMPUTER

OPEN

OUTPUT

OCCURS

OPTIONAL

OVERFLOW

OF

OR

OVERRIDE

OFF

ORDER

OMITTED

ORGANIZATION

PACKED-DECIMAL

PIC

PROCEDURE-POINTER

PADDING

PICTURE

PROCEDURES

PAGE

PLUS

PROCEED

PAGE-COUNTER

POINTER

PROCESSING

PASSWORD

POSITION

PROGRAM

PERFORM

POSITIVE

PROGRAM-ID

PF

PRINTING

PURGE

PH

PROCEDURE

QUEUE

QUOTE

M

N

O

P

Q
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QUOTES

表 97. COBOL 予約語 (続き)
R

RANDOM

RELATIVE

RESERVE

RD

RELEASE

RESET

READ

RELOAD

RETURN

READY

REMAINDER

RETURN-CODE

RECEIVE

REMOVAL

RETURNING

RECORD

RENAMES

REVERSED

RECORDING

REPLACE

REWIND

RECORDS

REPLACING

REWRITE

RECURSIVE

REPORT

RF

REDEFINES

REPORTING

RH

REEL

REPORTS

RIGHT

REFERENCE

REPOSITORY

ROUNDED

REFERENCES

RERUN

RUN
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表 97. COBOL 予約語 (続き)
S

T

U

V
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SAME

SIGN

STANDARD

SD

SIZE

STANDARD-1

SEARCH

SKIP1

STANDARD-2

SECTION

SKIP2

START

SECURITY

SKIP3

STATUS

SEGMENT

SORT

STOP

SEGMENT-LIMIT

SORT-CONTROL

STRING

SELECT

SORT-CORE-SIZE

SUB-QUEUE-1

SELF

SORT-FILE-SIZE

SUB-QUEUE-2

SEND

SORT-MERGE

SUB-QUEUE-3

SENTENCE

SORT-MESSAGE

SUBTRACT

SEPARATE

SORT-MODE-SIZE

SUM

SEQUENCE

SORT-RETURN

SUPER

SEQUENTIAL

SOURCE

SUPPRESS

SERVICE

SOURCE-COMPUTER

SYMBOLIC

SET

SPACE

SYNC

SHIFT-IN

SPACES

SYNCHRONIZED

SHIFT-OUT

SPECIAL-NAMES

TABLE

TEXT

TITLE

TALLY

THAN

TO

TALLYING

THEN

TOP

TAPE

THROUGH

TRACE

TERMINAL

THRU

TRAILING

TERMINATE

TIME

TRUE

TEST

TIMES

TYPE

UNIT

UP

USE

UNSTRING

UPON

USING

UNTIL

USAGE

VALUE

VALUES
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VARYING

表 97. COBOL 予約語 (続き)
W

Z

WHEN

WORDS

WHEN-COMPILED

WORKING-STORAGE

WITH

WRITE

ZERO

ZEROES

WRITE-ONLY

ZEROS

SQL 予約語
表 98 には、z/OS プラットフォームにおける SQL 予約語がリストされています。
表 98. SQL 予約語
A

B

C

D

E

AVG

ALL

ARRAY

AND

AS

AND_BITS

ASC

BEGIN

BIND

BETWEEN

BOTH

CACHE

CHAR_LENGTH_MB

CONCATENATE

CALL

CHARACTER

COND

CARDINALITY

CHARACTER_LENGTH

CORRESPONDING

CASE

CHARACTER_LENGTH_B

COUNT

CAST

CHARACTER_LENGTH_MB

CURRENT_DATE

CHAR

CHECK

CURRENT_TIME

CHAR_LENGTH

COMMENT

CURRENT_TIMESTAMP

CHAR_LENGTH_B

COMMIT

CURSOR

DATAXEL

DECIMAL

DIRECTIVE_ERROR

DATE

DECLARE

DISTINCT

DAY

DEFAULT

DO

DBMS_IN_MEMORY

DELETE

DOUBLE

DEC

DESC

DOUBLEGREATETHAN

ENDOFDATA

EOF

EXPAND

ELSE

ESCAPE

EXTRACT

ELSEIF

EXCEPT

END

EXIT

BY
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表 98. SQL 予約語 (続き)
F

FALSE

FOR

FIRST

FROM

G

GREATEEQ

GROUP

GROUP_BY

H

HASH

HINTEND

HOUR

HAVING

HINTSTART

HIGH_VALUES

HINT_ERROR

IF

INSERT

INTO

IFELSE

INT

IS

IN

INTEGER

ITERATE

IN_MEMORY

INTERSECT

INNER

INTERVAL

I

FULL

J

JOIN

L

LAST

LESSEQ

LOWER_MB

LEADING

LIKE

LOW_VALUES

LEAVE

LOOP

LPAD

LEFT

LOWER

MAX

META_HINT

MEMORY_SIZE

MIN

MERGE

MINUTE

NATURAL

NO_CACHE

NULL

NCHAR

NOT

NUMERIC

NESTED_LOOP

NOTEQ

OCTET_LENGTH

OR

ORDERED

OF

OR_BITS

OUTER

ON

ORDER

OVERLAPS

POSITION

POSITION_MB

POSITION_B

PRECISION

REAL

ROUND

RIGHT

ROW

SAME_SOURCE

SET

SUBARRAY

SECOND

SIMPLE_NESTED_LOOP

SUBSTRING

SELECT

SMALLINT

SUBSTRING_MB

SEQUENTIALLY

STDOUT

SUM

M

N

O

P

R

S
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MONTH

RPAD

表 98. SQL 予約語 (続き)
TABLE

TIMESTEN

TRIM_B

THEN

TO

TRIM_MB

TIME

TRAILING

TRUE

TIMESTAMP

TRIM

UNION

UPDATE

UPPER_MB

UNKNOWN

UPPER

USING

V

VALUES

VARCHAR

VARYING

W

WHEN

WHERE

X

XOR_BITS

Y

YEAR

T

U
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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 99. 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/swtraining/ 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 100. 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/consumability-survey 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。

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。
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.
© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

293

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。
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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。
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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。

結合 (続き)

Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 99
る

例

アグリゲート、データの

GROUP BY 113
アセンブラー・ファイル定義、インポート
13
アップロード、ジョブの

7, 189, 194

一行ルックアップ
定義 144
例 152
インポート
アセンブラー・ファイル定義
COBOL ファイル定義 11

13

コピー 95
表示と編集

定義 135
例 141
検索機能、マッピング・タブの

86
91, 96

外部リンク、Join ステージ

135

式 183
ジョブ 186
コード生成、「生成、コードの」を参照

表示と編集 127
書き込みオプション
DB2 Load Ready Flat File ステージの

185
「コード生成」ダイアログ・ボックス
185

IMS 定義 22
PL/I ファイル定義
Teradata 表 20

15

77
Fixed-Width Flat File ステージにおけ

© Copyright IBM Corp. 2000, 2011

検証

外部ルーチン 124, 128
コピー 127
名前の変更 128

72
Delimited Flat File ステージにおける

カーソル・ルックアップ
定義 144
例 151
開始行/終了行オプション
Complex Flat File ステージの 61
Delimited Flat File ステージにおける
77

115, 131,

138, 149, 165
検索/置換機能、Transformer ステージの
173

95

12

［カ行］

135

内部結合
83, 88

DCLGen ファイル

ウィザード、コンパイラー 194
お客様サポート 287
オペレーショナル・メタデータ
オーバーライド
ジョブ・レベルの 268
指定、FTP の詳細の 269
使用、GDG の、ユニーク・データ・
セット名の生成 270
制御、XML ファイル作成の 270
定義 267
メインフレーム・ジョブ用に生成 267
有効化
プロジェクト・レベルの 268
オペレーター 209

135

2 ファイル・マッチング
定義、結合条件の 137

141

表示と編集

135

「ハッシュ」

外部ターゲット・ルーチン

113

135

ネスト

106

外部ソース・ルーチン
名前の変更 87

関数 114
タイプ

技法
自動

Multi-Format Flat File ステージにおけ
外部結合
定義 135

［ア行］

制御の切れ目

開始行/終了行オプション (続き)

る 99
拡張変数、JCL 262
カスタマイズ
COBOL コード 187
JCL テンプレート 254
関数
アグリゲート 114
数値 203
ストリング 204
データ・タイプ変換 199
定義 199
日付と時間 200
マルチバイト・ストリング
論理 201
完全結合
定義 135
例 141
結合
外部結合
定義 135
例 141
外部リンク 135
完全結合
定義 135
例 141

コードのカスタマイズ
更新、入力列の

187

Relational ステージの 32
Teradata Load ステージの 47
Teradata Relational ステージの 54
更新アクション
Relational ステージの 31
Teradata Load ステージの 46
Teradata Relational ステージの 53
構文検査、式の 183
コンパイラー・ウィザード 194
コンパイラー・オプション 191
コンパイル、複数のジョブの 194
「コンプレックス・ファイル・ロード・オ
プション」ダイアログ・ボックス 63,
89, 109

206

［サ行］
サポート
お客様 287
算出列
Relational ステージの 36
Teradata Export ステージの 43
Teradata Relational ステージの 58
算出列ダイアログ・ボックス 37, 43, 58
参照リンク、ソート、Lookup ステージで
の 147
式 183
検証 183

297

式 (続き)
定義 198
式エディター

ステージ (続き)
編集 (続き)
198, 210

Business Rule ステージの
Relational ステージの

119

32

Teradata Load ステージの 47
Teradata Relational ステージの
Transformer ステージの
式グリッド
自動
結合

54

Delimited Flat File

Teradata Relational ステージの

IMS

135

Business Rule ステージからの

Complex Flat File ステージからの

DB2 Load Ready Flat File ステージか
らの 76
Delimited Flat File ステージ 81
External Routine ステージからの 129
External Source ステージからの 90
Fixed-width Flat File ステージからの
104
IMS ステージ 28
Join ステージからの

ターゲット・ファイル・パラメーター
142

DB2 Load Ready Flat File ステージの
74

144

Teradata Export

66

106

136, 143

Link Collector ステージからの 143
Multi-Format Flat File ステージからの
110
Relational ステージからの 33
Sort ステージからの 164
Teradata Export ステージからの 41
Teradata Relational ステージからの
55
出力リンク、実行順序、Transformer ステ
ージでの 180
ショートカット・メニュー、トランスフォ
ーマー・エディターの 169, 170
条件ステートメント、JCL テンプレート
の 264
条件付きルックアップ 144, 152
ジョブ、メインフレーム・ジョブを参照
189
「ジョブのアップロード」ダイアログ・ボ
ックス 190
ジョブ・パラメーター 6
ジョブ・プロパティー、編集 6
数値関数 203
ステージ
タイプ、メインフレーム・ジョブ内の
2
編集
固定幅フラット・ファイル 98
Aggregator 112
Business Rule 117
Complex Flat File 60

ダイアグラム・ウィンドウ
ツールバー

38

172

Transformer ステージの 181
ステータス・バー、デザイナー・クライア
204

ストレージ長、データ・タイプ 234
制御の切れ目のアグリゲート 113
整数データ・タイプ
定義 215
生成、コードの

7, 185, 187

カスタマイズ、コードの 187
基本位置、指定 185
コンパイル JCL 185
コンパイル、複数のジョブの 194
実行 JCL 185
ジョブの検証 186
生成されるファイル 187
トレース、ランタイム情報の 185
COBOL プログラム 185
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 291
制約 198
Complex Flat File ステージの 67
Delimited Flat File ステージにおける
82
External Source ステージでの 90
Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 105
IMS ステージの 29
Multi-Format Flat File ステージにおけ
る 111
Transformer ステージの 171, 179, 180
世代別データ・グループ (GDG) 270
セマンティックの確認 183

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

2

デザイナー・クライアント
52

リンク、許可されている 6
ステージ変数
Business Rule ステージの 118

ント 2
ストリング関数

Delimited Flat File ステージにおける
79

Teradata Load 45
Teradata Relational
Transformer

57

287

［タ行］

Relational 30
Sort 163

123

43

88

Multi-Format Flat File
113

ソフトウェア・サービス

27

Lookup

144

76

128

External Source
FTP 133

183

35

Sort ステージの 164
Teradata Export ステージの

Join 135
Link Collector

Aggregator ステージ

298

Relational ステージの

DB2 ロード・レディー・フラッ
ト・ファイル 71
External Routine

198, 210

ルックアップ
出力データ

ソート、データの

2

トランスフォーマー・エディター 168
ツール・パレット、メインフレーム・ジョ
ブ 2, 4
データ終了インジケーター
Complex Flat File ステージの 27, 60
Delimited Flat File ステージにおける
77
External Source ステージでの 88
Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 99
IMS ステージの 27
Multi-Format Flat File ステージにおけ
る 106
Relational ステージの 30
Teradata Relational ステージの

52

データ・タイプ
許容マッピング 216
ストレージ長 234
定義 215
ネイティブ
ソース・ステージの 227
ターゲット・ステージの 232
マッピング・インプリメンテーション
217
データ・タイプ変換関数 199
定義
制約
Complex Flat File ステージの 67
定数 197
デザイナー・クライアント
ステータス・バー 2
ダイアグラム・ウィンドウ 2
ツールバー 2
「リポジトリー」ウィンドウ 2
伝搬、列の値の 239
特記事項 293
ドラッグ・アンド・ドロップ
マッピング・タブの 116, 131, 139,
149, 166

ドラッグ・アンド・ドロップ (続き)
Transformer ステージの 172
トランスフォーマー・エディター
ショートカット・メニュー
ツールバー

ハッシュ・テーブル・メモリー所要量

168

169, 170

168

メタデータ領域 169
リンク領域 169
トレース、ランタイム情報の

185

パラメーター

6, 210

75

引数、ルーチン 84, 93, 125
日付と時間の関数 200
日付のマッピング 225

Delimited Flat File ステージにおける

表定義
11

る 66, 103
Teradata Export ステージの

表示と編集

21

Teradata Load ステージの

保存、列の 11
表定義ダイアログ・ボックス

内部結合

ブール式
結合条件
制約

Aggregator ステージへの

112

の

75

Delimited Flat File ステージへの 81
External Target ステージへの 97
Fixed-Width Flat File ステージへの
104
FTP ステージへの 134
Join ステージへの 142
Link Collector ステージへの
Lookup ステージへの 147
Relational ステージへの 31
Sort ステージへの 163

146

35, 43, 57

WHERE 節 33, 35, 42, 48, 55, 57
ファイル参照レイアウト
表定義ダイアログ・ボックスの

22

Complex Flat File ステージの 61
External Source ステージでの 88
97

Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 99
フィラー

る

53

ストレージ長 234
ソース・ステージの 227
ターゲット・ステージの 232
ネストされた結合 135

［ハ行］
配列
正規化 63, 89, 109
選択、出力として
単一正規化列 68
ネストされた正規化列 68
ネストされたパラレル正規化列 70
パラレル正規化列 69
フラット化 63, 89, 109
ロード・オプション
Complex Flat File ステージの 63
External Source ステージでの 89
IMS ステージの 28
「ハッシュ」
結合 135
ルックアップ 144

101

複数ジョブのコンパイル 194
プレソート、データの
Complex Flat File ステージの

191, 194

コピー 193
作成 192

作成ルール 243
展開 249
Fixed-Width Flat File ステージにおけ

142

Teradata Load ステージへの 51
Teradata Relational ステージへの
ネイティブ・データ・タイプ

マシン・プロファイル

External Target ステージでの

40
51

［マ行］

179

HAVING 節

Business Rule ステージへの 122
DB2 Load Ready Flat File ステージへ

21

137

ルックアップ条件

入力データ

80
Fixed-Width Flat File ステージにおけ

インポート

［ナ行］
定義 135
例 141

保存期間、新規データ・セットの
DB2 Load Ready Flat File ステージの

273

64

プログラミング、メインフレーム・ジョブ
内の 9
プログラミング・コンポーネント 197,
213
オペレーター 209
関数 199, 209
式 198
制約 198
定数 197
パラメーター 210
変数 211
ルーチン 211
ヘルプ・システム、1 行ヘルプ 2
変換関数、データ・タイプ 199
編集
Complex Flat File ステージ 60
変数
組み込み 212
ステージ
Business Rule ステージの 118
Transformer ステージの 181
定義 211
JCL 拡張 262
JCL テンプレート 254

「マシン・プロファイル」ダイアログ・ボ
ックス
接続ページ 192
「全般」ページ 192
マッピング
データ
External Routine ステージからの
130
Join ステージからの 138, 143
Link Collector ステージからの
143
Lookup ステージからの
Sort ステージからの
データ・タイプ 216
日付 225

148

165

ルーチン 130
マルチバイト・ストリング関数 206
メインフレーム・ジョブ
アップロード 7, 189, 194
検証 186
作成 1
ステージ・タイプ 2
生成、コードの 7, 185, 194
ツール・パレット 2, 4
プログラミング・コンポーネント 197
プログラミング・リソース 9
編集、ジョブ・プロパティーの 6
リンク、ステージの 6
「メインフレーム・ルーチン」ダイアロ
グ・ボックス
「作成者」ページ 84, 92, 125
「全般」ページ 83, 92, 124
「引数」ページ 84, 93, 125
JCL ページ 86
メタデータ
インポート 11
オペレーショナル 267
編集 239

索引

299

［ヤ行］

ルックアップ (続き)

有効期限、新規データ・セットの
DB2 Load Ready Flat File ステージの
75

ルックアップ条件

Teradata Load ステージの
予約語
COBOL
SQL

マッピング・タブの
149, 166

51

116, 132, 139,

Transformer ステージの
列定義
伝搬、値の

283

編集

Business Rule ステージ
「出力」ページ 123
出力データ 123

175

「ステージ」ページ
239

ランタイム情報、トレース
ランタイム・ライブラリー

239

130
External Source ステージでの

区切り文字付きフラット・ファイルの
作成ルーチン 274
ソート・ルーチン 271
データ・タイプの変換ルーチン

275

IMS ステージの 29
Join ステージの 138
Link Collector ステージ内の

る 110
Sort ステージの

2

「リモート・システム」ダイアログ・ボッ
クス 189
リンク
実行順序、Transformer ステージでの
180
メインフレーム・ステージ間の 6
ルーチン
外部 124
外部ソース 83
外部ターゲット 91
定義 211
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアロ
グ・ボックス 84, 93, 125
ルックアップ
一行
定義 144
例 152
カーソル
定義 144
例 151
技法
自動 144
「ハッシュ」 144

入力データ
編集 117

165

［数字］
10 進数演算 236
10 進データ・タイプ
定義 215
2 ファイル・マッチングによる結合

A
Aggregator ステージ
アグリゲート関数 114
アグリゲート列のメタデータ 115
指定、アグリゲート基準の 114
「出力」ページ 113
出力データ 113
「ステージ」ページ 112
制御の切れ目のアグリゲート 113

120

CFD、インポート 11
Char データ・タイプ
定義
COBOL

135

215

コンパイラー・オプション
ファイル定義、インポート

144

「列メタデータ編集」ダイアログ・ボック
ス 241
ローカル・ステージ変数
Transformer ステージの 181
論理関数 201

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

SQL 構文

122

122

C

90

Lookup ステージの 148
Multi-Format Flat File ステージにおけ

ユーティリティー・ルーチン 274
リジェクト・リンク、Transformer ステー
ジの 179, 180

300

「入力」ページ

Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 105

ハッシュ・テーブル・メモリー所要量
273
ハッシュ・ルーチン 272

「リポジトリー」ウィンドウ

115

Delimited Flat File ステージにおける
81
External Routine ステージにおける

オペレーショナル・メタデータ・ルー
チン 275

118

定義、ビジネス・ルール・ロジックの
118

Business Rule ステージの 120
Complex Flat File ステージの 66

185
271

117

定義、ステージ変数の

Aggregator ステージの

113

B

列プッシュ・オプション

［ラ行］

112

GROUP BY アグリゲート

列自動マッチング機能

40

277

編集

146

Multi-Format Flat File ステージにおけ
る 107

80
Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 66, 103

「入力」ページ 112
入力データ 112

145

レコード参照レイアウト

Delimited Flat File ステージにおける

Teradata Export ステージの

Aggregator ステージ (続き)

定義
プレルックアップ条件

プログラム・ファイル名
予約語 277
Complex Flat File ステージ

191
11
185

開始行/終了行オプション 61
指定
ステージ列定義 61
「出力」ページ 66
出力データ 66
「ステージ」ページ 60
選択、正規化配列の列の、出力として
68
データ終了インジケーター 27, 60
データ・アクセス・タイプ 61
定義、制約の 67
配列処理 63
ファイル参照レイアウト 61
プレソート、データの 64
編集 60
ConnectDirect
FTP ステージの 133
JCL テンプレート 251

D
Date データ・タイプ
定義 215

DB2 Load Ready Flat File ステージ
書き込みオプション
指定
区切り文字情報

入力データ 97
ファイル参照レイアウト

73

「入力」ページ
入力データ 75
編集

F
FastExport、Teradata

「出力」ページ

DBMSCODE 変数 180, 211, 212
DCLGen ファイル、インポート
Delimited Flat File ステージ
開始行/終了行オプション

定義、制約の
77

ターゲット・ファイル・パラメータ
ー 79
81

「ステージ」ページ 76
データ終了インジケーター
定義、制約の 82

編集

77

インポート
表示と編集

100

グ・ボックス

J
JCL
コンパイル JCL

99

JCL 拡張変数 262
JCL テンプレート

E

クス

133

G
GROUP BY アグリゲート 113
GROUP BY 節 35, 42, 57

H

I
IMS ステージ
「出力」ページ 28
出力データ 28
選択、セグメントの 28
選択、列の 29
「ステージ」ページ 27

264

保存、% 記号の 264
% 変数 254
「JCL テンプレート」ダイアログ・ボッ

134
133

HAVING 節 35, 42, 57
HTML ファイル
保存、ファイル参照レイアウトの
88, 97, 99
保存、レコード参照レイアウトの

カスタマイズ 254
条件ステートメント
使用法 252

133

「入力」ページ 134
入力データ 134
ファイル交換方式
編集 133

185

実行 JCL 185
定義 251

101

FTP ステージ
指定、ターゲット・マシン属性の
「ステージ」ページ 133

76

25

99

編集 98
Fixed-width Flat File ステージ
「ステージ」ページ 98

転送タイプ・オプション
転送モード・オプション

22
24

IMS ビューセット (PSB/PCB) ダイアロ

105

フィラーの作成と展開

25

IMS 定義

104

「入力」ページ 104
入力データ 104
ファイル参照レイアウト

81

ENDOFDATA 変数 211, 212
External Routine ステージ
「出力」ページ 129
出力データ 129
「入力」ページ 128
編集 128
マッピング、ルーチンの 130
External Source ステージ
指定、外部ソース・ルーチンの 89
「出力」ページ 90
出力データ 90
「ステージ」ページ 88
データ終了インジケーター 88
定義、制約の 90
配列処理 89
ファイル参照レイアウト 88
編集 88
External Target ステージ
指定、外部ターゲット・ルーチンの
97
「ステージ」ページ 96
「入力」ページ 97

99

出力データ 104
データ終了インジケーター

12

書き込みオプション 77
指定
ステージ列定義 78

「入力」ページ
入力データ 81

アログ・ボックス

IMS データベース (DBD) ダイアログ・
ボックス 25

99

指定
ステージ列定義

71

「出力」ページ
出力データ 81

38

書き込みオプション

75

28

編集 27
IMS セグメント/関連表マッピング・ダイ

開始行/終了行オプション
71

27

28

フラット化、配列の

FastLoad、Teradata 45
Fixed-Width Flat File ステージ

76

「ステージ」ページ

データ終了インジケーター
定義、制約の 29

97

部分パス処理

ーター 74
DB2 バルク・ローダー・パラメー
「出力」ページ
出力データ 76

IMS ステージ (続き)

73

ロード・データ・ファイル・パラメ

ター

External Target ステージ (続き)

72

61,

254

Join ステージ
外部結合 135, 141
外部リンク 135
完全結合 135, 141
結合方法 135
「出力」ページ 136, 143
出力データ 136, 143
「ステージ」ページ 135, 142
定義、結合条件の 137
内部結合 135, 141
「入力」ページ 136, 142
入力データ 142
編集 135
マッピング、データの 138, 143
例 140

107

L
Link Collector ステージ
「出力」ページ 143
出力データ 143
「ステージ」ページ 142
「入力」ページ 142
入力データ 142

索引

301

Link Collector ステージ (続き)
編集 142
マッピング、データの

OCCURS DEPENDING ON 節 (続き)

143

Lookup ステージ
一行ルックアップ

DB2 Load Ready Flat File ステージの
144, 152

カーソル・ルックアップ
「出力」ページ 147
条件付きルックアップ

Sort ステージ (続き)

外部ターゲット・ルーチンにおける
93
73
Delimited Flat File ステージにおける
78

144, 145, 152

Fixed-Width Flat File ステージにおけ
る 100
ORDER BY 節

SQL ステートメント
表示
Relational ステージの

35, 43, 57

変更

プレルックアップ条件 145
ルックアップ条件 146
「入力」ページ
入力データ

147

P

Relational ステージの 37
Teradata Export ステージの

PL/I ファイル定義、インポート

Teradata Relational ステージの

15

SQL 予約語

147

プション 146
ルックアップ・テクニック
例 150
LPAD の例

144

R
REJECTEDCODE 変数
212

更新アクション
「出力」ページ
出力データ 33

M

指定、ステージ・レコード定義の
「出力」ページ 110

出力データ 110
「ステージ」ページ 106
選択、正規化配列の列の、出力として
112
データ終了インジケーター 106
データ・アクセス・タイプ 106
定義、制約の 111
編集 106
マスター・レコード 107
レコード ID 109
レコード参照レイアウト 107

S
SmallInt データ・タイプ
定義 215
マッピング 221
Sort ステージ
指定、ソート順序の 165
「出力」ページ 164
出力データ 164
「ステージ」ページ 163
「入力」ページ 163
入力データ 163

84

30

表示 36, 43
変更 37
GROUP BY 節 35
HAVING 節 35
ORDER BY 節 35
WHERE 節 34
WHERE 節 33
ROUND の例 203
RPAD の例 207
RTL、ランタイム・ライブラリーを参照
271

NChar データ・タイプ
定義 215
NVarChar データ・タイプ
定義 215

OCCURS DEPENDING ON 節
外部ソース・ルーチンにおける

ファイル・オプション 39
Teradata 接続パラメーター 38

30

N

O

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド

208

Teradata Export ステージ
指定

入力データ 31
編集 30
SQL ステートメント

107

119, 121, 211,

T

データ終了インジケーター
定義、算出列の 36
「入力」ページ 31
107

59

119, 179, 211,

31
34

「ステージ」ページ

MultiLoad、Teradata 45
Multi-Format Flat File ステージ
開始行/終了行オプション 106
最大ファイル・レコード・サイズ

213
SUBSTRING ルール

Relational ステージ
更新、入力列の 32

207

44

283

SQLCA.SQLCODE 変数

144

マッピング、データの 148
ルックアップ失敗時のアクション・オ

302

36

Teradata Export ステージの 43
Teradata Relational ステージの 58

定義

編集

165

SQL 構文、Business Rule ステージの
120

144, 151

「ステージ」ページ 144
ソート、参照リンクの 147

編集 163
マッピング、データの

「出力」ページ
出力データ 41

41

定義、算出列の 43
編集 38
SQL ステートメント
変更 44
GROUP BY 節 42
HAVING 節 42
ORDER BY 節 43
WHERE 節 42
Teradata FastExport 38
Teradata FastLoad 45
Teradata Load ステージ
更新、入力列の 47
更新アクション 46
指定
ステージ列定義 47
Teradata 接続パラメーター 46
Teradata ロード・ユーティリティ
ー・パラメーター 48
「ステージ」ページ 45
「入力」ページ 51
入力データ 51
表前処理 45
編集 45
WHERE 節 48
Teradata MultiLoad 45
Teradata Relational ステージ
更新、入力列の 54
更新アクション 53
「出力」ページ 55

Teradata Relational ステージ (続き)
出力データ 55
「ステージ」ページ
定義、算出列の

58

「入力」ページ
入力データ 53

53

編集

XML ファイル、オペレーショナル・メタ

52

データ終了インジケーター

X

52

データ

267, 269, 270

52

SQL ステートメント
表示 58
変更

59

GROUP BY 節 57
HAVING 節 57
ORDER BY 節 57
WHERE 節 56
WHERE 節

55

Teradata TPump 45
Teradata 表、インポート

20

Time データ・タイプ
定義 215
Timestamp データ・タイプ
定義 215
TPump、Teradata

45

Transformer ステージ
基礎概念 171

167

検索/置換機能 173
式エディター 183
指定、出力リンクの順序の
出力リンク
出力列

180

171

移動 175
作成と削除

174

編集、複数の出力仕様の 176
編集、メタデータの 175
ステージ変数 181
ステージ・プロパティー 171
選択機能 174
定義、制約の 179, 180
入力リンク 171
編集 172
リジェクト・リンク 179, 180
列自動マッチング機能 175

V
VarChar データ・タイプ
定義 215

W
WHERE 節

33, 34, 42, 48, 55, 56

索引

303

304

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド



Printed in Japan

SA88-4516-00

IBM InfoSphere DataStage

Spine information:

バージョン 8 リリース 7

メインフレーム・ジョブ開発者ガイド



