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第 1 章 コネクターを使用するためのジョブのマイグレーション
コネクターに備わっている追加機能を活用するには、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールを使用して、ジョブをマイグレーションし、プラグインおよびオペレー
ター・ステージの代わりにコネクターを使用します。
コネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、Microsoft Windows の「プ
ログラム」メニューまたはコマンド・ラインから開始します。コマンド・ラインか
らツールを開始する場合には、ユーザー・インターフェースでは提供されない追加
オプションを使用できます。
ユーザー・インターフェースでは、マイグレーションするジョブ、共有コンテナ
ー、およびステージを評価する処理を行います。マイグレーションするジョブを選
択します。ツールで、各ジョブ名の側に、ジョブを完全にマイグレーションできる
のか、部分的にマイグレーションできるのか、それとも一切マイグレーションでき
ないのかを示すアイコンが表示されます。評価するジョブのリストを洗練する場合
には、特定のプラグインおよびオペレーター・ステージを含むジョブのみをリスト
するように指定できます。このツールでは、マイグレーションする前にジョブのバ
ックアップを作成できます。ジョブのバックアップ・コピーを作成してからバック
アップをマイグレーションするか、ジョブのバックアップ・コピーを作成してから
オリジナル・ジョブをマイグレーションできます。どちらの方法でも、オリジナ
ル・ジョブは失われません。ジョブがマイグレーションされ、元のジョブと同じフ
ォルダーに配置されます。また、マイグレーションの結果が記録されたログ・ファ
イル CCMigration.log が、現行ディレクトリー内に作成されます。
コネクター・マイグレーション・ツールのコマンド・ライン・オプションでは、ユ
ーザー・インターフェースと同じ機能に加えて、追加オプションを使用できます。
コマンド・ラインを使用することで、以下の追加タスクを実行できます。
v マイグレーションを検討するジョブ名のリストを指定する。
v マイグレーションを検討する共有コンテナー名のリストを指定する。
v マイグレーションを検討するジョブを制限するステージ・タイプ名のリストを指
定する。
v 練習用マイグレーションを実行する。実際のマイグレーションは行われず、マイ
グレーションで起こり得る結果がログ・ファイルに書き込まれます。結果を確認
し、必要に応じて、実際のマイグレーションを実行する前に、マイグレーション
を洗練できます。
v ジョブと、それらのジョブのステージおよびステージ・タイプのレポートを作成
する。
注:
v コネクター・マイグレーション・ツールでは、オペレーティング・システム・レ
ベルの環境変数を読み取りません。環境変数は、それらが InfoSphere DataStage
内でプロジェクト・レベルまたはジョブ・レベルで定義されている場合にのみ読
み取られます。プロジェクト・レベルの環境変数が最初に読み取られた後、ジョ
ブの環境変数によって上書きされます。空白のデフォルト値を持つ環境変数は、
© Copyright IBM Corp. 2001, 2011
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コネクター・マイグレーション・ツールによって無視されます。環境変数のデフ
ォルト値はマイグレーションされますが、実行時の値はマイグレーションされま
せん。
v 本資料全体で、「ジョブ」という用語は、IBM® InfoSphere™ DataStage® ジョブだ
けでなく、パラレル共有コンテナーおよびサーバー共有コンテナーにも関連しま
す。

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

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

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

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

手順
1. IBM InfoSphere DataStage クライアント・コマンド・ラインで、
<InformationServer>¥Clients¥CCMigrationTool ディレクトリーに移動します。
2. コマンド CCMigration に続いて、以下の必須パラメーターを入力します。
v -h host:port (host:port は、 InfoSphere DataStage サーバーのホスト名およびポ
ート)。ポートを指定しなければ、port はデフォルトで 9080 になります。
v -u user name (user name は、 InfoSphere DataStage ユーザーの名前)。
v -p password (password は、 InfoSphere DataStage ユーザーのパスワード)。
v -P project (project は、接続先プロジェクト名)。ドメイン・サーバーのリモー
ト側になっている InfoSphere DataStage サーバーを指定するには、
server:[port]/project の形式を使用して、完全修飾プロジェクト名を指定しま
す。
v 次のいずれかになります。
– -M。このパラメーターを指定すると、オリジナル・ジョブがマイグレーシ
ョンされ、バックアップ・ジョブは作成されません。
– -B job name extension (job name extension は、英数字と下線の組み合わ
せ)。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、バックアップ・ジョブを作成して、バックアップ・ジョブに
source job name+job name extension という名前を付けてから、オリジナ
ル・ジョブをマイグレーションします。バックアップ・ジョブは、リポジ
トリー内の、ソース・ジョブと同じ場所に保存されます。
– -C job name extension (job name extension は、英数字と下線の組み合わ
せ)。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、ソース・ジョブをクローンして、クローンしたジョブに source job
name+job name extension という名前を付けてから、クローンしたジョブを
マイグレーションします。クローンしたジョブは、リポジトリー内の、ソ
ース・ジョブと同じ場所に保存されます。
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これらのオプションのいずれかを指定した場合には、それ以上ユーザーの入力を
必要とせずに、マイグレーションが進みます。 -M、-B、-C のいずれも指定しな
ければ、ジョブをマイグレーションする方法について追加の選択を行えるよう
に、ユーザー・インターフェースが表示されます。
3. オプション: 以下のオプション・パラメーターのいずれかを入力します。
v -L log file (log file は、マイグレーションの結果を記録するログ・ファイルの
ファイル名およびパス)。
v -S stage types (stage types は、ステージ・タイプのコンマ区切りリスト)。デ
フォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、すべてのステー
ジ・タイプをマイグレーションします。このパラメーターは、指定したステー
ジ・タイプを含むジョブのみをマイグレーションする場合に使用します。 -S
パラメーターと -J パラメーターの両方を指定した場合には、指定したジョブ
内の指定したステージ・タイプのみがマイグレーションされます。 -S パラメ
ーターを指定して、-C、-M、-B のいずれのパラメーターも指定しなければ、
指定したステージ・タイプを含むジョブのみが、ユーザー・インターフェース
で表示されるジョブ・リスト内に表示されます。表示されるジョブを制限する
ことで、コネクター・マイグレーション・ツールの起動時間を大幅に低減する
ことができます。
v -J job names (job names は、ジョブのコンマ区切りリスト)。デフォルトで
は、コネクター・マイグレーション・ツールは、プロジェクト内のすべての適
格ジョブをマイグレーションします。このパラメーターは、特定のジョブのみ
をマイグレーションする場合に使用します。 -J パラメーターを指定し
て、-C、-M、-B のいずれのパラメーターも指定しなければ、指定したジョブ
のみが、ユーザー・インターフェースで表示されるジョブ・リスト内に表示さ
れます。表示されるジョブを制限することで、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールの起動時間を大幅に低減することができます。
v -c shared container names。ここで、shared container names は共有コンテナー
のコンマ区切りのリストです。デフォルトでは、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールは、プロジェクト内のすべての適格な共有コンテナーをマイグレー
ションします。このパラメーターは、特定の共有コンテナーのみをマイグレー
ションする場合に使用します。 -c パラメーターを指定して、-C、-M、-B パ
ラメーターのいずれのパラメーターも指定しなければ、指定した共有コンテナ
ーのみが、ユーザー・インターフェースに表示されるジョブ・リストに示され
ます。表示される共有コンテナーを制限することで、コネクター・マイグレー
ション・ツールの起動時間を大幅に低減できる場合があります。
v -R。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、指定したジョブがマイグレーションされた場合に発生すると思われるマイ
グレーションの詳細を報告しますが、実際のマイグレーションは実行しませ
ん。この詳細は、-L パラメーターを使用して指定したログ・ファイルに報告
されます。
v -A。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、注釈をジョブ・デザインに付加します。注釈は、マイグレーションされた
ステージ、ステージのマイグレーション元のジョブ、およびマイグレーション
の日付を記述したものです。
v -djob dump file (job dump file は、ジョブ、共有コンテナー、およびステージ
が書き込まれるファイル名とファイルのパス)。ジョブ・ダンプ・ファイルを
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使用すると、マイグレーションにはいずれのジョブが適切かを決定するのに役
立ちます。 -d パラメーターを -J、-c、および -S パラメーターと組み合わ
せて使用すると、特定のジョブ、共有コンテナー、およびステージ・タイプを
それぞれリストすることができます。
v -V。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
では、マイグレーションされるステージにターゲット・コネクターのバリアン
トを指定します。リストの形式は、{StageTypeName=Variant} が含まれたコン
マ区切りリストです。
v -v。このパラメーターを -d コマンドと共に指定すると、ステージ・プロパテ
ィーの値がレポート内に組み込まれます。省略すると、レポートには、ステー
ジ・プロパティーは含まれず、ステージ名とタイプだけが含まれます。このオ
プションは、特定のプロパティー値を保持するステージがあるジョブを識別す
るために役立ちます。このオプションを指定すると、–s は無視されます。
v -T。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
によってバリアント・マイグレーション・モードが使用可能にされます。ジョ
ブとコンテナー内にある、–V コマンドでリストされたステージ・タイプと一
致するステージ・タイプを持つコネクター・ステージは、すべて変更されま
す。
v -U。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
によってプロパティー・アップグレード・モードが使用可能にされます。ジョ
ブとコンテナー内にある、StageUpgrade.xml ファイル内に指定された各条件
に一致するプロパティーを持つコネクター・ステージは、すべてアップグレー
ドされます。

例
以下のコマンドを実行すると、コネクター・マイグレーション・ツールが開始し、
ユーザー billg としてサーバー dsserver 上のプロジェクト billsproject に接続され、
ジョブ db2write および db2upsert がマイグレーションされます。
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck
-P billsproject -J db2write,db2upsert -M
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第 2 章 非推奨ステージ
よりよい機能性とパフォーマンスを提供するコネクターは、推奨されないためにパ
レットから削除された、いくつかのステージに取って代わります。ただし、ジョブ
で非推奨ステージを引き続き使用でき、またパレットに追加し直すことも可能で
す。
次のステージ・タイプは、パラレル・ジョブ・キャンバス用のパレットから削除さ
れました。
v DB2Z
v DB2® UDB API
v DB2 UDB Enterprise
v DB2 UDB Load
v Dynamic RDBMS
v ODBC Enterprise
v Oracle OCI Load
v Oracle Enterprise
v Teradata API
v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere® MQ
次のステージ・タイプは、サーバー・ジョブ・キャンバス用のパレットから削除さ
れました。
v Dynamic RDBMS
新規ジョブを作成する場合には、非推奨ステージの代わりにコネクターを使用する
ことを検討してください。次の表で、非推奨ステージの代わりに使用するコネクタ
ーについて説明します。
表 1. ステージと対応コネクター
非推奨ステージ

コネクター

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 コネクター

Dynamic RDBMS

DB2 コネクター
Oracle コネクター
ODBC コネクター

ODBC Enterprise

ODBC コネクター

Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Oracle コネクター
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表 1. ステージと対応コネクター (続き)
非推奨ステージ

コネクター

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata コネクター

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

WebSphere MQ コネクター

新規ジョブで非推奨ステージ・タイプのいずれかを使用するには、「リポジトリ
ー」からステージ・タイプをキャンバスか、またはパレットにドラッグします。
「リポジトリー」ツリーで、「ステージ・タイプ」にナビゲートします。「ステー
ジ・タイプ」の下で、使用するステージに基づいて、サブディレクトリーの「パラ
レル」または「サーバー」を開きます。ステージ・タイプをジョブ・キャンバスま
たはパレットにドラッグします。
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第 3 章 概要
IBM InfoSphere DataStageを使用して WebSphere MQ エンタープライズ・メッセー
ジング・システムにアクセスする際は、一連の接続オプションが使用可能になりま
す。

コネクターは InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントのコ
ンポーネントです。コネクターは、ジョブ内の外部リソースと通信します。
WebSphere MQ エンタープライズ・メッセージング・システムにアクセスするステ
ージ・タイプには、WebSphere MQ コネクターおよび WebSphere MQ プラグイ
ン・ステージの 2 つがあります。
WebSphere MQ コネクターには、これらの操作が簡単な利点があります。
v デザイン時環境でのデータ参照。
v 最初にパラメーターを定義する必要がなく、新規ジョブ・パラメーターをコネク
ターから直接作成します。
v ステージで指定する接続情報をデータ接続オブジェクトとして保存します。すな
わち、オブジェクトは再利用できます。
v 「プロパティー」タブのプロパティーに誤って入力した無効値に関する即時フィ
ードバックを受信します。無効値訂正の提案も受信します。
v プロパティー値を、右クリック・オプションからそのデフォルト値にリセットし
ます。デフォルト値を持つプロパティーの場合は、デフォルト値をリストアでき
ます。
v ジョブの実行時に生成されるエラー・メッセージを表示します。エラー・メッセ
ージの情報を使用して、ジョブの問題を解決できます。

WebSphere MQ コネクターのインストールと構成の前提条件
インストール要件は、コネクターをサーバー接続モードとクライアント接続モード
のいずれで使用するかに応じて満たされている必要があります。
このモードは、モード・プロパティーでの選択によって決められます。
v クライアント接続モード
– WebSphere MQ クライアントは、同じノード上にコネクターとしてインストー
ルする必要があります。
– WebSphere MQ サーバーは、コネクターがインストールされた同じネットワー
クのノード上にインストールする必要があります。 WebSphere MQ サーバー
は、同じノード上にコネクターとしてインストールできます。
– クライアント・ノードとサーバー・ノードの間には、ネットワーク接続が必要
です。
v サーバー接続モード
– WebSphere MQ サーバーは、同じノード上にコネクターとしてインストールす
る必要があります。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2011
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パブリッシュ/サブスクライブをコネクターに使用するには、メッセージ・フォーマ
ットごとに特定のアプリケーション要件を満たす必要があります。

キュー・マネージャー
キュー・マネージャーは、WebSphere MQ アプリケーションが使用するキューを所
有し、管理します。コネクターがメッセージを読み書きするキューを開くには、そ
の特定のキューをホストするキュー・マネージャーへの接続を定義しておく必要が
あります。
モード・プロパティーによって決定される以下の要件を満たす必要があります。
サーバー
キュー・マネージャーは、コネクターと同じノードで実行する必要がありま
す。
クライアント
キュー・マネージャーは、コネクターと同じネットワークのリモート・ノー
ドで実行できます。
いずれのモードの場合も、キュー・マネージャー・プロパティーは、キュー・マネ
ージャーのリストを表示します。 キュー・マネージャー・プロパティーでは、値を
入力することもできます。コネクターから一度に接続できるキュー・マネージャー
は 1 つのみです。

クライアント接続のチャネル
コネクターをクライアント・アプリケーションとして使用する場合は (すなわち、
モード をクライアントに設定する)、クライアント接続用のチャネル定義を指定す
る必要があります。
クライアント接続には、以下の 2 つの方法でチャネルを指定できます。
クライアント・チャネル・プロパティー
チャネル名、トランスポート・タイプ、および接続名のみを指定します。チ
ャネルに使用するセキュリティー出口または SSL パラメーターなどの、そ
の他について詳しくは指定できません。
環境変数
クライアント接続チャネルの表を指定します。 MQSERVER 変数、または
MQCHLLIB および MQCHLTAB の組み合わせのいずれかを使用します。
キュー・マネージャーを指定することもできます。 キュー・マネージャー・プロパ
ティーが必要なのは、環境変数 MQCHLLIB および MQCHLTAB を使用して、ク
ライアント接続チャネルの表を指定する場合のみです。 キュー・マネージャー値
は、表内の正しいチャネルを見つける場合に使用されます。
MQSERVER を使用してクライアント接続チャネルの表を指定する場合は、キュ
ー・マネージャー・プロパティーは不要です。しかし、キュー・マネージャーの値
を指定する場合は、MQSERVER からのクライアント接続チャネルがそのキュー・
マネージャーを指していなければなりません。
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キュー・マネージャーのクラスタリング
WebSphere MQ コネクターの WebSphere MQ に定義するキュー・マネージャー・
クラスターを使用できます。
アプリケーションがクラスターのキュー・マネージャーのいずれかに接続し、その
共有クラスター・キューにメッセージを送ると、以下の 2 つの異なることが発生す
る可能性があります。
v コネクターが、そのメッセージをクラスター内の特定のキューに物理的に保管す
るように WebSphere MQ に要求する。
v そのメッセージおよび後続のメッセージがクラスター内のすべてのキュー・イン
スタンス間に均等に分散するように、WebSphere MQ によりロード・バランシン
グが使用される。

キューおよび WebSphere MQ コネクターの名前リスト
キューは、メッセージを保管するオブジェクトであり、キュー・マネージャーによ
って管理されます。名前リストは、キューが入っている WebSphere MQ オブジェク
トの名前のリストです。
MQ コネクターを並列で実行して単一キューにアクセスするには、キューを共有モ
ードに構成する必要があります。そうでない場合、ジョブは失敗します。メッセー
ジを読み書きする場合は、キューが開いている必要があります。同期要求および応
答メッセージの場合は、キュー名を指定する際、この名前が、要求が送信される先
のキューの名前です。応答キューの名前は、要求メッセージ内に含まれています。
キューに加えて、入力リンクの名前リストを指定できます。 WebSphere MQ アプリ
ケーションは、実行時に名前リストにアクセスして、すべてのキュー名が含まれて
いる配布リストを名前リストから作成します。アプリケーションは、キューを開く
場合と同じ方法で配布リストを開きます。メッセージは、配布リストに送信される
際、そのリストの各キューに送信されます。
キュー名プロパティーで、キューの名前または名前リストを入力するか、選択しま
す。
注: 特定のキュー・マネージャーのキューのリストを表示する場合は、そのキュ
ー・マネージャーがコマンド・サーバー・サービスを実行中でなければなりませ
ん。

IBM WebSphere MQ コネクター
ジョブで IBM WebSphere MQ コネクター使用して、WebSphere MQ エンタープラ
イズ・アプリケーションのメッセージ・キューとの間でメッセージの読み書きをす
ることができます。
WebSphere MQ コネクターは、以下の任意の方法で使用できます。
v アプリケーションをメッセージの交換によって通信できるようにする中継として
v メッセージ・キューへの古いデータの伝送のパスとして
v 非メッセージング・ターゲットへの伝送のメッセージ・キュー・リーダーとして

第 3 章 概要
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コネクターのロールは、ジョブでそれにアタッチされるリンクと、コネクターの構
成方法によって決まります。以下のリンクは、WebSphere MQ コネクターと一緒に
使用できます。
入力リンク
コネクターは、メッセージを送信し、パブリッシュ/サブスクライブが有効
な場合はパブリッシャーとして働きます。
出力リンク
コネクターは、パブリッシュ/サブスクライブが有効な場合は、メッセージ
を受信し、サブスクライバーとして働きます。
入力リンクと出力リンク
コネクターは、要求/応答シナリオで要求内のメッセージを送信し、受信し
ます。
リジェクト・リンク
コネクターは、処理できなかったが、指定されたエラー基準は満たしている
データの行を、ジョブの別のステージに渡します。また、リジェクト・リン
クを定義する必要がなく、エラーのデータ行をエラー・キューに送るよう
に、コネクターを構成することもできます。
参照リンクは、WebSphere MQ コネクターと一緒には使用できません。

リンク構成の例
以下に、WebSphere MQ コネクターのリンク構成例をいくつか示します。
v 入力リンクのみ
v 出力リンクのみ
v 入力リンクと出力リンク (要求/応答シナリオ)
v 入力リンク、出力リンク、およびリジェクト・リンク (リジェクト機能付きの要
求/応答シナリオ)
v 入力リンクとリジェクト・リンク

ジョブ・デザインおよび WebSphere MQ コネクター
WebSphere MQ コネクターのプロパティーを構成するには、最初にそれを IBM
InfoSphere DataStage ジョブに追加しておく必要があります。
それをジョブへ追加する際、コネクターは、いくつかの異なるロールを実行できま
す。

コネクターによるトランザクション処理
コネクターは、現行トランザクションの内部または外部のいずれかでメッセージを
読み書きできます。現行トランザクションでメッセージを読み書きする方法を指定
する場合は、メッセージ読み取りモード・プロパティーおよびメッセージ書き込み
モード・プロパティーを使用します。
トランザクション処理のパラメーターを指定する場合は、トランザクション・グル
ープのプロパティーを使用します。トランザクションごとに含める行数、ならびに
コネクターによって読み取られるメッセージをコミットする時点を指定できます。
要求/応答シナリオにおいて、コネクターは各要求メッセージを現行トランザクショ

12

接続ガイド: IBM WebSphere MQ アプリケーション編

ンの外部に書き込むため、メッセージは直ちに処理に使用できるようになります。
応答メッセージをトランザクションの内部と外部のいずれで読み取るかは、メッセ
ージ読み取りモード・プロパティーを使用して指定できます。

コネクターのソースとしての構成
コネクターをソースとして構成するには、Teradata データベースODBC データ・ソ
ースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースへの接続を定義
し、出力リンクのプロパティーを指定し、またコネクターで読み取る必要があるデ
ータの列を定義する必要があります。

このタスクについて
ソース・コンテキストで、コネクターは、外部の Teradata データベースODBC デー
タ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースからデー
タを抽出または読み取ります。
WebSphere MQ コネクターがキューから新規メッセージを受信するときに、メッセ
ージの構造に関する特定の情報を判別できます。例えば、コネクターは、メッセー
ジにテキストのみが含まれているのか、あるいはデータの形式ヘッダーが含まれて
いるのかを判別できます。
制約事項: 単一スレッドから 1 つの接続のみ有効です。トランザクションに、同じ
スレッド上で WebSphere MQ プラグインと WebSphere MQ コネクターの両方を実
行する SEBridge が含まれる場合、MQCLOSE 時に警告メッセージ、および
MQCMIT 時にリカバリー不能エラーが出されて、接続が共有されており、トランザ
クションが 2 つの MQ ステージの間でオーバーラップしていることが警告されま
す。これらのエラーを回避するために、プラグインとコネクターを別々に実行する
ためのプロセス間ステージをトランスフォーマーと MQCC の間に追加できます。

手順
1. ジョブ・キャンバスで、コネクターをジョブに追加します。
2. ジョブ・フローのコネクターの後に続くステージを追加します。
3. コネクターから次のステージへの出力リンクを追加します。コネクターを右クリ
ックしてから、それを次のステージにドラッグします。 これで、コネクター
に、ジョブ・フローの次のステージに接続する出力リンクができます。
4. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
5. 「プロパティー」タブで、Teradata データベースODBC データ・ソース
WebSphere MQ キュー・マネージャーDB2 データベースの接続プロパティーを
定義します。
6. オプション: 「高度」タブで、カスタム処理設定を指定します。
7. 次のように、出力リンクに関する情報を指定します。
a. ナビゲーターで出力リンクを選択します。
b. 「プロパティー」タブで、リンクの使用法プロパティーを定義します。
c. 「列」タブで、リンクの列メタデータを定義します。
d. オプション: 「高度」タブで、リンクのカスタム・バッファリング設定を指定
できます。
8. 「OK」をクリックして、変更を保存し、ステージ・エディターを閉じます。
第 3 章 概要
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コネクターのターゲットとしての構成
ターゲットとしてコネクターを構成するには、 Teradata データベースODBC デー
タ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースへの接続
を定義し、入力リンクのプロパティーを指定して、コネクターが書き込むデータの
列を定義する必要があります。

このタスクについて
ターゲット・コンテキストで、コネクターは、外部の Teradata データベースODBC
データ・ソースWebSphere MQ キュー・マネージャーIBM DB2 データベースに接
続し、データを挿入、更新、または削除しますデータを挿入します。
WebSphere MQ コネクターがメッセージをキューに送信する際、コネクターはジョ
ブでスキーマを使用します。コネクターは、ペイロード列からデータを読み取り、
このデータを出力メッセージのペイロードとして使用します。

手順
1. ジョブ・キャンバスで、コネクターをジョブに追加します。
2. ジョブ・フロー内の前のステージからの入力リンクをコネクターに追加します。
前のステージを右クリックして、それをコネクターにドラッグします。 これ
で、コネクターに、ジョブ・フローの前のステージに接続する入力リンクができ
ます。
3. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
4. 「プロパティー」タブで、Teradata databaseODBC データ・ソースWebSphere
MQ キュー・マネージャー DB2 データベースに対する接続プロパティーを定義
します。
5. オプション: 「高度」タブで、カスタム処理設定を指定します。
6. 次のように、入力リンクに関する情報を指定します。
a. ナビゲーターで入力リンクを選択します。
b. 「プロパティー」タブで、リンクの使用法プロパティーを定義します。
c. 「列」タブで、リンクの列メタデータを定義します。
d. オプション: 「高度」タブで、リンクのカスタム・バッファリング設定を指定
できます。
e. オプション: 「パーティション」タブで、リンクのカスタム・パーティション
設定を指定できます。
7. コネクターにリジェクト・リンクがある場合、このリンクにデータを送信する方
法を指定します。
a. ナビゲーターでリジェクト・リンクを選択します。
b. 「リジェクト」タブで、リンクのリジェクト条件を定義します。
c. オプション: 「高度」タブで、リンクのカスタム・バッファリング設定を指定
します。
8. 「OK」をクリックして、変更を保存し、ステージ・エディターを閉じます。
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レコードの順序付け
コネクターに複数の入力リンクがある場合、それらのリンク全体にわたって、入力
データの処理順序を制御できます。
次のいずれかの方式を使用して、入力データの処理順序を制御します。
入力リンクによる入力データの順序の指定:
コネクターが複数の入力リンクを使用する場合、リンクの順序付けによって、レコ
ードの処理順序を制御できます。
このタスクについて
「リンク順序」タブに指定するリンクの順序によって、各作業単位で、リンクの中
のレコードが処理される順序が決まります。
手順
1. ステージ・エディターから、入力リンクを選択します。
2. 「リンク順序」タブをクリックします。
3. 順序を変更したいリンクをクリックし、矢印ボタンを使用して、そのリンクを上
または下に移動します。
レコードの順序の指定:
コネクターに複数の入力リンクがある場合、レコードの順序を指定することによっ
て、レコードの処理順序を制御できます。
手順
1. コネクター・ステージのアイコンをダブルクリックして、コネクター・プロパテ
ィーを開きます。
2. 「レコードの順序付け」を次のいずれかに設定します。
v 「すべてのレコード」は、すべてのレコードが順番に各リンクから処理される
よう、指定します。
v 「最初のレコード」は、1 つのレコードがそれぞれのリンクから処理され、そ
の後、順番に、すべてのレコードがすべのリンクから処理されることを指定し
ます。
v 「順次」は、レコードが、「キー列」、「NULL 順序」、および「大/小文字
の区別」プロパティーで指定された順序で、各リンクから処理されるよう、指
定します。
3. 「順次」を選択する場合、次の追加のプロパティーにも値を設定してください。
a. 「キー列」 - ソート・キーとして使用する列の名前を指定します。
b. 「ソート順序」 - 「昇順」または「降順」を指定します。
c. 「NULL 順序」 - ソート順序の中のどこに NULL 値が入るかを指定しま
す。選択項目は「前」または「後」です。
d. 「大/小文字を区別する」 - テキストの比較で大/小文字を区別するかどうか
を指定します。選択項目は「はい」または「いいえ」です。
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リジェクト・リンクとエラー・キュー
リジェクト・リンクは WebSphere MQ コネクターと一緒に使用できます。
リジェクト・リンクは、制約が加えられる出力リンクです。リジェクト・リンクと
エラー・キューは、使用されるリンクのタイプによって一緒に働くように構成でき
ます。
入力リンク
リジェクト・リンクとエラー・キューは、入力リンクと一緒に使用できま
す。メッセージがキューに保管できず、かつリジェクト・リンクとエラー・
キューの両方を指定すると、エラー・キューの方がリジェクト・リンクより
優先されます。しかし、メッセージがエラー・キューに保管できない場合、
メッセージはリジェクトされ、リジェクト・リンクの基準を満たす場合はリ
ジェクト・リンクに渡されます。このシナリオの場合、エラー・キューはキ
ューの代替宛先です。
出力リンク
リジェクト・リンクは出力リンクと一緒に使用できません。しかし、エラ
ー・キューは指定できます。ジョブでエラー・キューを指定し、メッセージ
が取得された際のトランザクションがロールバックされると、コネクター
は、エラーのメッセージをエラー・キューに移動しようとします。
要求/応答シナリオ
エラー・キューを要求と一緒に使用できません。しかし、要求/応答シナリ
オの要求部分のリジェクト・リンクは使用できます。リジェクト・リンクを
構成すると、コネクターは、キューに保管できない要求メッセージのリジェ
クトを試みます。要求メッセージは、リジェクト・リンクの基準を満たす場
合は、リジェクト・リンクに移動されます。このジョブには、応答または出
力リンクならびにリジェクト・リンクがあっても、応答メッセージがリジェ
クト・リンクに送信されることはありません。要求/応答シナリオでエラ
ー・キューが定義され、かつ応答メッセージが読み取られた際のトランザク
ションをコネクターがロールバックすると、応答メッセージはエラー・キュ
ーに移動されます。
エラーを含むレコードのリジェクト:
コネクターにリジェクト・リンクを含めると、指定されたリジェクト基準を満たす
レコードは自動的にリジェクト・リンクのターゲット・ステージに送信され、残り
のレコードは引き続き処理されます。
始める前に
v コネクターおよび必要なリンクを組み込んだジョブを作成する。
v データベースへの接続を定義する。
v リンクで列定義を設定する。
v 書き込みモードおよびターゲット表を指定する。
このタスクについて
リジェクト・リンクの構成時に、1 つ以上の条件を選択します。条件は、いつレコ
ードをリジェクトして、そのリジェクトされたレコードを受け取るターゲット・ス
テージに送信するかを制御します。レコードが失敗した場合に生成されるエラー・
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コードとエラー・メッセージも組み込むことができます。リジェクト・リンクを定
義しない場合、またはリジェクト・リンクは定義したが、失敗したレコードが指定
されたリジェクト条件のいずれにも合致しない場合、コネクターは致命的エラーを
レポートし、ジョブを中止します。
コネクターに複数の入力リンクがある場合、複数のリジェクト・リンクを指定でき
ます。「リンクからリジェクト」フィールドを使用して、リジェクト・リンクと関
連づけられる入力リンクを指定します。
手順
1. リジェクトされたレコードを受け取るようにターゲット・ステージを構成しま
す。
2.

コネクターを右クリックしてドラッグし、コネクターからターゲット・ ステー
ジへのリンクを作成します。

3. リンクがコネクターの最初のリンクである場合は、右クリックして「リジェクト
に変換」を右クリックします。コネクターに既に入力リンクがある場合は、新規
リンクは自動的にリジェクト・リンクとして表示されます。
4. コネクターをダブルクリックしてステージ・エディターを開き、ナビゲーターで
リジェクト・リンクを強調表示します。これは、全角ダッシュの線で表されま
す。
5. 「リジェクト」タブをクリックします。
6. コネクターに複数のリジェクト・リンクがある場合、「リンクからリジェクト」
フィールドで、リジェクト・リンクと関連づけられる入力リンクを選択します。
7. 「選択した条件に基づくリジェクト行」リストで、レコードのリジェクトに使用
する条件を 1 つ以上選択します。
注: 条件を選択しないと、行はリジェクトされません。この場合、ターゲット表
にレコードを書き込んでいるときに発生したエラーはすべて、ジョブの失敗の原
因となります。
8. 次のいずれかの方法で、リジェクトされた行数が多すぎるためにジョブを停止す
る条件を指定します。
v 「異常終了条件」フィールドで、「パーセント」を選択します。次に、「異常
終了条件 (%) 」フィールドで、ジョブを中止とする場合のリジェクト行のパ
ーセンテージを入力します。「この後にカウントを開始(行数)」フィールド
で、リジェクト行のパーセンテージを計算する前に処理する入力行数を指定し
ます。
v 「異常終了条件」フィールドで、「行数」を選択します。次に、「リジェクト
後に異常終了 (行数)」で、ジョブ中止までの最大許容リジェクト行数を指定し
ます。
9. 「リジェクト行に追加」リストで、リジェクト・データに含める追加の列を選択
します。例えば、Oracle コネクターを使用する場合、ERRORCODE 列および
ERRORMESSAGE 列を選択してください。そこには、行がリジェクトされる理
由に関する情報が入ります。

第 3 章 概要
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キューと WebSphere MQ コネクター
ジョブのコンテキストでは、いくつかの異なるタイプのキューを使用できます。
WebSphere MQ コネクターは、以下のタイプのキューを使用できます。
v ローカル・キュー
v 伝送キュー
v 動的キュー
v エラー・キュー

ローカル・キュー
ローカルのソース・キューおよびターゲット・キューは、WebSphere MQ アプリケ
ーションにより使用される標準のオブジェクトです。ソース・キューは、コネクタ
ーがメッセージを読み取る元のキューです。ターゲット・キューは、コネクターが
メッセージを書き込む先のキューです。 キュー名プロパティーにローカル・キュー
名を指定します。

伝送キュー
伝送キューは、その接続先のキュー・マネージャーを介してメッセージをリモー
ト・ターゲット・キューに転送します。 WebSphere MQ コネクターは、リモート・
キューのローカル定義にメッセージを送信します。 WebSphere MQ は、メッセージ
を対応する伝送キューに入れ、その後メッセージは伝送チャネル上をリモート・キ
ューに転送されます。デフォルトの伝送キュー名は、ターゲット・キューのリモー
ト・キュー・マネージャー名と同じです。これらの設定値は実行時にオーバーライ
ドできます。伝送キューの名前は、伝送キュー・プロパティーで指定します。

動的キュー
動的キューは実行時に WebSphere MQ キュー・マネージャーにより作成され、その
キュー・マネージャーに接続されたアプリケーションの特定のメッセージ処理に使
用されます。動的キューは、以下のコンテキストで使用できます。
ターゲット (入力リンク)
コネクターは、動的キューとして定義できるキューのメッセージを送信しま
す。
パブリッシュ/サブスクライブ
コネクターは、コマンド・メッセージをブローカーに送信します。ブローカ
ーは、これらのメッセージに応答し、コマンドが正常に処理された確認を提
供します。ブローカーがコネクターに応答する際に使用するキューは、動的
応答キューであってもかまいません。
要求および応答 (出力リンクと入力リンク)
要求/応答シナリオにおいて、コネクターは、入力リンクでメッセージを受
信してから、それを要求キューに送信します。コネクターは、応答キューで
応答メッセージを待ちます。コネクターは、応答メッセージを受信すると、
そのメッセージを次のステージへの出力リンクに送信します。要求キューを
動的キューとして定義することも、応答キューを動的応答キューとして定義
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することもできます。両方のキューを動的キューとして定義すると、動的キ
ュー名プロパティーに対する両方のリンクの値は同じでなければなりませ
ん。

エラー・キュー
エラー・キューは、リジェクト・リンクとは異なります。
エラー・キューとリジェクト・リンクは、状況によっては一緒に使用できます。詳
しくは、 16 ページの『リジェクト・リンクとエラー・キュー』を参照してくださ
い。

エラー・キューは、メッセージ処理が失敗したときに WebSphere MQ コネクターが
エラー・メッセージを送信できるローカル・キューです。ターゲット・キューの場
合、エラー・キューは、メッセージをターゲット・キューに書き込めないときにタ
ーゲット・キューのバックアップ・オプションとして働きます。ソース・キューの
場合、コネクターはトランザクション内のリトリーブされたすべてのメッセージの
リストを保存します。トランザクションが失敗すると、WebSphere MQ コネクター
は、キュー・マネージャーに指示して、メッセージをソース・キューにロールバッ
クさせます。次に、コネクターは、ロールバックしたメッセージを新規トランザク
ションのエラー・キューに移動します。
ソース・キューの場合、エラー・キューの有用性はごく限られることに注意してく
ださい。すなわち、取得されたメッセージのリストをコネクターが保存するトラン
ザクションの範囲は、ジョブの中のすべてのステージには及びません。そうではな
く、そのようなトランザクションの範囲は、そのステージの出力リンクへのメッセ
ージ・レコードが正常に配信されたコネクター・ステージに限られます。ジョブの
中のすべてのステージにわたって分散トランザクションをサポートするには、
Distributed Transaction ステージと一緒に WebSphere MQ Connector ステージを使用
することが必要です。

キュー・マネージャーに接続するためのコネクターの構成
コネクターのキュー・マネージャーの接続を構成する場合は、「プロパティー」タ
ブの「接続」セクションでこのプロパティーを使用します。

このタスクについて
コネクターを構成して、キュー・マネージャーに接続するには、次のようにしま
す。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「プロパティー」タブの「接続」セクションで、プロパティーの値を構成しま
す。

次のタスク
これで、接続をテストできます。

第 3 章 概要
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キュー・マネージャーへのコネクター接続のテスト
ジョブのコンパイルおよび実行前に、ステージ・エディターのキュー・マネージャ
ーへの接続をテストできます。

始める前に
ステージ・エディターの接続セクションで、プロパティーを構成する必要がありま
す。

このタスクについて
ステージ・エディターのキュー・マネージャー接続をテストするには、次のように
します。

手順
1. 「接続」セクションで、「テスト」をクリックします。
オプション

説明

接続値は正確です。

接続が行われ、確認メッセージが表示されま
す。これ以上のアクションは不要です。

接続値は不正確です。

エラー・メッセージが表示されます。次のス
テップに進んでください。

2. 接続プロパティー値を編集します。
3. ステップ 1 を繰り返します。

次のタスク
これで、この接続情報を、再使用できるデータ接続オブジェクトとして保存できま
す。詳細は、 接続情報のデータ接続オブジェクトとしての保存を参照してくださ
い。

エラー・キューの指定
ソース・コンテキスト (出力リンク) およびターゲット・コンテキスト (入力リン
ク) には、エラー・キューを指定できます。エラー・キューは、ローカル・キュー
であっても、リモート・キューであってもかまいません。

始める前に
WebSphere MQ コネクターが入力リンクまたは出力リンクを持つジョブを、作成す
る必要があります。ジョブの実行前のいずれかの時点に、接続プロパティーおよび
その他のプロパティーを、ジョブに必要なように構成しておくことも必要です。

このタスクについて
出力リンクの場合、コネクターは、トランザクション内のキューからリトリーブす
るメッセージのリストを作成します。トランザクションが失敗すると、コネクター
は、メッセージをソース・キューにロールバックしてから、そのメッセージを新規
トランザクションのエラー・キューに移動します。
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入力リンクの場合、エラー・キューは、入力キューのバックアップ・キューとして
働きます。ターゲット・コンテキスト・ジョブでは、エラー・キューとリジェク
ト・リンクの両方を使用できます。メッセージが入力キューに保管できず、かつエ
ラー・キューとリジェクト・リンクの両方が指定されている場合、メッセージはエ
ラー・キューに送信されます。しかし、メッセージがエラー・キューに保管できな
い場合、メッセージは、「リジェクト」タブのリジェクト基準を満たしていると、
リジェクトされます。
要求/応答シナリオにおいては、応答メッセージのエラー・キューを指定できます。
要求キューに保管できず、しかも「リジェクト」タブのリジェクト基準と一致する
要求メッセージには、リジェクト・リンクを指定できます。
リモート・エラー・キューも指定できます。キュー・マネージャーは、エラー・メ
ッセージをローカル・エラー・キューに移動するのではなく、指定されたエラー・
キューの伝送キューに移動します。
エラー・キューを指定するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターで、入力リンクまたは出力リンクをクリックします。
3. 「使用法」セクションで、「エラー・キュー」を「はい」に設定します。 「エ
ラー・キュー」グループのサブプロパティーが表示されます。
4. 「モード」が「クライアント」に設定されている場合は、「キュー・マネージャ
ー」プロパティーで、エラー・キューのキュー・マネージャーの名前を入力また
は選択します。「モード」が「サーバー」に設定されている場合、このプロパテ
ィーは使用できません。
5. 「キュー名」プロパティーで、エラー・キューの名前を入力または選択します。
6. 「コンテキスト・モード」プロパティーで、エラー・キューに送信されたメッセ
ージのコンテキスト・フィールドの処理方法を指定します。
7. リモート・キューの場合は、「伝送キュー」プロパティーで伝送キューの値を入
力または選択します。

ターゲット・コンテキストでの動的キューの指定
コネクターがメッセージの送信に使用する入力リンクでは、キューが動的キューで
あるように指定できます。

始める前に
WebSphere MQ コネクターが入力リンクを持つジョブを、最初に作成する必要があ
ります。ジョブの実行前のいずれかの時点に、接続プロパティーおよびその他のプ
ロパティーを、ジョブに必要なように構成しておくことも必要です。

このタスクについて
動的キューは、一般的には要求/応答シナリオの応答キューに使用されますが、コネ
クターがターゲット・コンテキストにあるときにも使用できます。例えば、コネク
ターは、キュー名の固定長接頭部を使用するように構成できます。その場合、キュ
第 3 章 概要
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ー・マネージャーは、個々のジョブの実行ごとに、その接頭部と固有の接尾部によ
って動的キューを作成します。メッセージを受信するアプリケーションは、このキ
ューの接頭部を認識しています。このアプリケーションは、個々のジョブの実行に
対応するこれらのメッセージを処理してから、メッセージの処理後にキューを永続
的に削除します。
動的キューのクローズ・オプションは指定できません。ターゲット・コンテキスト
において、コネクターは、キュー上のメッセージをパージせず、かつキューを削除
せずに、動的キューを閉じます。
ターゲット・コンテキスト (入力リンク) ジョブにおいて、コネクターで動的キュー
を指定するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターで、入力リンクをクリックします。
3. 「プロパティー」タブの「使用法」セクションの「キュー名」プロパティーで、
動的キューのテンプレートであるモデル・キューの名前を入力または選択しま
す。
4. 「プロパティー」タブの「使用法」セクションで、「動的キュー」を「はい」に
設定します。 「動的キュー」グループのサブプロパティーが表示されます。
5. 「キュー名」プロパティーで、固有の名前、または動的キュー名のアスタリスク
(*) で終わる名前の一部を指定します。 部分名を入力すると、キュー・マネージ
ャーは、動的キューの作成時に固有の名前を作成します。名前がローカル・キュ
ー・マネージャーに対して固有でない場合は、エラーが生成されます。

メッセージおよび WebSphere MQ コネクター
メッセージは、アプリケーション・プログラムから別のプログラム、あるいは同じ
アプリケーションの異なる部分に情報を転送するバイトのストリングです。
各メッセージは、その複雑さに応じて、2 つか 3 つの部分から構成できます。
メッセージ・ヘッダー
アプリケーション・データの内容および構造に関する情報が含まれていま
す。
形式ヘッダー
メッセージ・フォーマットに関する情報が含まれています。状況によって
は、形式ヘッダーはメッセージ・ペイロードから分離されています。形式ヘ
ッダーがメッセージ・ペイロードとは別々に処理されるようにするには、デ
ザイン・スキーマに WSMQ.FORMATHEADERS データ・エレメント列が含
まれている必要があります。
WSMQ.FORMATHEADERS データ・エレメントが指定され、受信されるメ
ッセージの形式が、形式のシステム値サブプロパティーのいずれかの値に一
致していれば、形式ヘッダーはメッセージ・ペイロードとは別に処理されま
す。
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メッセージ・ペイロード
テキスト形式またはバイナリー・フォーマットのメッセージ・データが含ま
れています。メッセージ・データは、構造化されていても、されていなくて
もかまいません。しかし、コネクターは、メッセージ・ペイロードを常に単
一の非構造化データ値として処理します。すなわち、メッセージ・ペイロー
ド・データを表す場合にリンクに定義できるテキスト列またはバイナリー列
は、1 つのみであることを意味します。
WebSphere MQ コネクターは、ご使用の値を使用して、ソース・メッセージをフィ
ルターに掛け、ターゲットおよび要求メッセージ・ヘッダー値をオーバーライドで
きます。
要求および応答メッセージでは、フィルター値を指定できません。コネクターは、
要求メッセージのレポート・オプションに適合した応答メッセージを検索します。
デフォルトのレポート・オプションが指定されている場合、コネクターは、応答メ
ッセージの相関 ID の値サブプロパティーの値と、要求メッセージのメッセージ ID
の値サブプロパティーの値を一致させます。

メッセージ・タイプ
WebSphere MQ コネクターは、さまざまなタイプのメッセージを処理することがで
きます。事前定義のメッセージ・タイプまたはユーザー自身の 1 つ以上のメッセー
ジ・タイプのリストから選択する場合は、メッセージ・タイプ・プロパティーを使
用します。
ターゲット・メッセージには、メッセージのフィルターに掛ける場合の複数の値を
指定できます。ソース・メッセージの場合、選択または入力できる値は 1 つのみで
す。さらに、要求/応答シナリオでは、メッセージのタイプは設定できません。要求
メッセージは常に要求タイプです。応答メッセージは常に応答タイプです。
以下のメッセージ・タイプは事前定義されています。
v 『要求メッセージ』
v

24 ページの『応答メッセージ』

v

24 ページの『レポート・メッセージ』

v

24 ページの『データグラム・メッセージ』

要求メッセージ
要求メッセージは、応答を必要とするメッセージです。応答メッセージが送信する
必要があるキューの名前は、応答先キュー・プロパティーで定義する必要がありま
す。 レポート・プロパティー値は、応答メッセージ内のメッセージ ID プロパティ
ーと相関 ID プロパティーの値が、要求メッセージ内の同じプロパティーに対応さ
せる方法を示します。
ほとんどの場合、2 つのキューが使用されます。一方のキューは、要求メッセージ
の送信先のキューであり、もう一方のキューは、読み取られる応答メッセージの元
のキューです。この処理は同期メッセージ処理です。
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応答メッセージ
応答メッセージは、前の要求メッセージに応答して送信されるメッセージです。こ
のメッセージは、要求メッセージの応答先キュー・プロパティーの定義に従ってキ
ューに送信されます。 レポート・プロパティーは、応答メッセージ内のメッセージ
ID プロパティーと相関 ID プロパティーの値が、要求メッセージ内の同じプロパテ
ィーに対応させる方法を示します。
ほとんどの場合、2 つのキューが使用されます。一方のキューは、要求メッセージ
の送信先のキューであり、もう一方のキューは、読み取られる応答メッセージの元
のキューです。この処理は同期メッセージ処理です。

レポート・メッセージ
レポート・メッセージは、オリジナル・メッセージに関連した期待されるイベント
または期待されないイベントに関してアプリケーションに通知するもう 1 つのメッ
セージについてのメッセージです。 WebSphere MQ アプリケーションは、キューに
メッセージを送信する際、送信されたメッセージに関連する特定のイベントが発生
したときに、キュー・マネージャーがレポート・メッセージを生成するように要求
できます。アプリケーションは、キュー・マネージャーからレポートを生成するイ
ベントを定義できます。これらは、レポート・プロパティーで指定できます。キュ
ー・マネージャーは、これでレポートをキューに送信します。このキューは、最初
に送信されたメッセージのヘッダーの応答先キューおよび応答先キュー・マネージ
ャー・プロパティーで指定されます。
レポートの種類を示す場合は、フィードバック・プロパティーを使用します。要求
メッセージの場合と同様に、オリジナル・メッセージのレポート・プロパティー
は、キュー・マネージャーにレポートを送信させるイベントの値を判別できます。

データグラム・メッセージ
データグラム・メッセージは、応答を必要としないメッセージです。この処理は非
同期メッセージ処理です。
データグラム・メッセージは、メッセージのデフォルト・タイプであって、特定の
ロールに結合していません。これらのメッセージは、一般情報を、それを交換し、
処理するアプリケーションが理解する形式で搬送します。例えば、データグラム・
メッセージには、受信アプリケーションがデータベースに保管する必要があるテキ
スト・データが含まれる場合があります。別の例としては、受信アプリケーション
が、特定のビジネス・シナリオで呼び出すか、あるいは実行する必要があるコマン
ドのリストがあります。データグラム・メッセージが一般に使用されるのは、処理
アプリケーションが対応する応答メッセージを作成する必要がないときです。

メッセージ・セグメント
メッセージは、セグメントと呼ばれるより小さな部分に分割することも、一緒にま
とめることもできます。これらのメッセージ・セグメントは、WebSphere MQ コネ
クターで処理できます。
例えば、セグメント情報は、キュー・マネージャーがメッセージ・セグメントを作
成する際に使用するコネクターで指定できます。次にキュー・マネージャーは、そ
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のセグメントを論理メッセージまたはメッセージのグループに再組み立てします。
メッセージの説明は、次のいくつかの異なる方法で行えます。
セグメント
メッセージ内の最小のエンティティー。各セグメントは、キューの 1 つの
物理メッセージです。セグメント化メッセージは、入力メッセージおよび出
力メッセージ用に使用できます。しかし、要求メッセージをセグメント化メ
ッセージとしては作成できません。
論理メッセージ
順番に処理された複数のメッセージ・セグメントのアソシエーション。論理
メッセージ内の各セグメントには、論理メッセージの先頭に対するその相対
位置を指定する、バイト単位のオフセット値があります。論理メッセージ内
の最後のセグメントにも、セグメントがこのメッセージの最終セグメントで
あることを指定するフラグが含まれます。論理メッセージは、メンバーのグ
ループである必要はありません。
論理メッセージはセグメント化解除することもできます。論理メッセージ
は、セグメント化解除されると、キュー上の 1 つの物理メッセージとなり
ます。
メッセージのグループ
複数の論理メッセージをまとめたグループ。各論理メッセージには、グルー
プ内のその論理メッセージの位置を定義するシーケンス番号があります。論
理メッセージ内のセグメントの場合と同様に、最後の論理メッセージにも、
メッセージがこのグループの最後の論理メッセージであることを指定するフ
ラグが含まれます。
メッセージがキューにとって大きすぎる場合、キュー・マネージャー、WebSphere
MQ アプリケーション、またはコネクターは、メッセージをセグメントに分割でき
ます。これで、各セグメントは、別々の物理メッセージとしてキューに収まりま
す。これらのメッセージをリトリーブするアプリケーションは、これらを個別にリ
トリーブすることもできれば、キュー・マネージャーがセグメントを単一のメッセ
ージに再組み立てすることをアプリケーションが要求することもできます。

メッセージ・スキーマ
スキーマは、メッセージ・セグメント内の各データ・エレメントが含めることがで
きる内容の構造とタイプを定義します。
データ・エレメント列を含めないか、1 つ以上含め、かつメッセージ・ペイロード
列を含めないか、1 つ含めるスキーマを定義できます。
データ・エレメント列は、一般的にはメッセージ・ヘッダー・フィールドを表す場
合に使用されます。形式ヘッダー、キュー名、およびトピック名用のデータ・エレ
メント列もあります。
メッセージ・ペイロード列は、テキストまたはバイナリー形式のものでなければな
りません。

キューとの間で送受信されるメッセージ
メッセージをキューに書き込んだり、あるいはキューから受信したりする場合は、
ジョブで WebSphere MQ コネクターを使用します。
第 3 章 概要
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WebSphere MQ コネクターがメッセージをキューに書き込む際、コネクターはジョ
ブでスキーマを使用します。コネクターは、ペイロード列からデータを読み取り、
このデータを出力メッセージのペイロードとして使用します。
WebSphere MQ コネクターがキューから新規メッセージを受信する際、コネクター
は、メッセージの構造に関する特定の情報を判別できます。例えば、コネクター
は、メッセージにテキストのみが含まれているのか、あるいはデータの形式ヘッダ
ーが含まれているのかを判別できます。
さらに、コネクターは、メッセージのコード化文字セット ID プロパティーとエン
コード・プロパティーの値から、このデータの文字セットおよびエンコードを判別
できます。コネクターは、次にメッセージ・バッファーからデータを読み取り、こ
のデータを、スキーマのメッセージ・ペイロード列にバイナリー・データまたはテ
キスト・データのいずれかとして割り当てます。

メッセージ・データの文字セットとエンコードの変換
オリジナル・メッセージ・データの文字セットとエンコードは変換できます。変換
は、テキストの文字セットと数値のエンコード用です。

始める前に
WebSphere MQ コネクターが、要求/応答シナリオのソースであるか、あるいは一部
である、ジョブを作成する必要があります。コネクターにアタッチした出力リン
ク、および要求/応答シナリオの他の部分の入力リンクを持つ必要があります。しか
し、メッセージ変換は、要求リンクまたは出力リンクにのみ設定されます。ジョブ
の実行前のいずれかの時点に、接続プロパティーおよびその他のプロパティーを、
ジョブに必要なように構成しておくことも必要です。

このタスクについて
例えば、コネクターが Windows から z/OS® のキューにアクセスするときは
EBCDIC から ASCII への変換が必要です。
文字セットおよびエンコードを変換するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターで、出力リンクをクリックします。
3. 「プロパティー」タブの「使用法」セクションで、「メッセージ・オプション」
を「はい」に設定します。
4. 「メッセージ変換」を「はい」に設定します。
5. 「エンコード」サブプロパティーで数値エンコードを指定します。
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オプション

説明

メッセージ・データを、コネクターが実行す
るオペレーティング・システムのエンコード
に変換します。

デフォルト値の -1 に同意します。
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オプション

説明

別のエンコードに変換します。

3 桁の 16 進値の 10 進表記である、別の値
を入力します。 3 桁は、浮動小数点のシス
テム・エンコード、パック 10 進整数、およ
び 2 進整数の数値を指定します。例えば、
786 は 16 進値 0x312 に相当します。この
16 進値は、以下の値の組み合わせを表しま
す。
0x300

浮動小数点数の zSeries® エンコー
ド。

0x010

パック 10 進整数の通常のエンコー
ド。

0x002

2 進整数の逆エンコード。

6. コード化文字セット ID プロパティーで、文字セットを指定します。
オプション

説明

メッセージ・データを、コネクターが実行す
るオペレーティング・システムの文字セット
に変換します。

デフォルト値の 0 に同意します。

別の文字セットに変換します。

文字セット・エンコードのコード化文字セッ
ト ID (CCSID) 定数である、別の値を入力し
ます。例えば、1208 の値は、ユニコード文
字セットの UTF-8 エンコードに対応しま
す。

要求/応答シナリオと WebSphere MQ コネクター
IBM WebSphere MQ コネクターは、要求/応答シナリオとしても知られている同期
処理で使用できます。
このシナリオにおいて、コネクターは、入力リンクからのメッセージを要求キュー
に送ってから、応答キュー上の対応する応答メッセージをブロックし、待機しま
す。コネクターは、ジョブの実行時に入力リンクに到着するすべてのメッセージに
この手順を繰り返します。
コネクターは、その消費者としてのロールで、以下の高水準のタスクを実行しま
す。
1. 要求メッセージを作成する。
2. 要求メッセージをターゲット・キューに送る。要求メッセージのメッセージ ID
および相関 ID が注記される。
コネクターは、その製作者としてのロールで、以下の高水準のタスクを実行しま
す。
1. 応答先キュー・プロパティーでキューを開く。
2. 要求メッセージのメッセージ ID が応答メッセージの相関 ID と一致したとき
に、呼び出しを出して応答メッセージを受信する。

第 3 章 概要
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要求コンテキストと応答コンテキストには、それぞれ独自のデータ・セット定義
(スキーマ) とデータ・セット (データ) があります。同じキュー・マネージャー
は、要求キューと応答キューの両方をホストする必要があります。 応答先キュー・
マネージャー・プロパティーの値は指定できません。
キュー・マネージャーのタイプは、接続モードによって異なります。
サーバー・モード
キュー・マネージャーは、ローカル・キュー・マネージャーです。ローカ
ル・キュー・マネージャーにリモート・キューを定義できます。コネクター
は、要求メッセージをリモート・キューに送信します。しかし、リモート・
キュー・マネージャーからの要求メッセージを処理するアプリケーション
は、応答メッセージをローカル・キュー・マネージャーに戻す必要がありま
す。これでコネクターは、ローカル・キューからの応答メッセージを読み取
れます。
クライアント・モード
キュー・マネージャーは、ローカル・キュー・マネージャーであっても、リ
モート・キュー・マネージャーであってもかまいません。
要求メッセージは、コネクターが要求/応答シナリオで作動するジョブの外部で、読
み取られ、処理されて、応答が返されます。この独立メッセージ処理は、WebSphere
MQ コネクター、あるいは分離されている場合はスタンドアロンの MQ アプリケー
ションを持つ別の IBM InfoSphere DataStage ジョブで発生する可能性があります。

要求/応答シナリオの WebSphere MQ コネクターの構成
コネクターを、要求および応答処理に参加するように構成できます。

始める前に
コネクターには、入力リンクおよび出力リンクが必要です。ジョブを実行する前
に、接続プロパティーおよびその他のプロパティーを、ジョブに必要なように構成
しておくことも必要です。

このタスクについて
要求/応答シナリオにコネクターを構成するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 要求メッセージを送信するキューを指定する場合は、以下のいずれかの方式を使
用します。
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ジョブ・コンテキスト

プロパティー設定値

デザイン時

「プロパティー」タブ上の「キュー名」プロ
パティー

実行時

「列」タブの「入力リンク・スキーマ」の
「WSMQ.QUEUENAME データ・エレメン
ト」
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値をデザイン時に指定すると、値は、ジョブのすべての要求メッセージに適用さ
れます。値を実行時に指定すると、各要求メッセージはその独自の値を持ちま
す。デザイン時と実行時の両方に値が指定されると、実行時の値が優先します。
3. 応答メッセージを読み取るキューを指定する場合は、以下のいずれかの方式を使
用します。
ジョブ・コンテキスト

プロパティー設定値

デザイン時

「プロパティー」タブ上の「応答先キュー」
プロパティー

実行時

「列」タブの「入力リンク・スキーマ」の
「WSMQ.REPLYTOQ データ・エレメント」

値をデザイン時に指定すると、値は、ジョブのすべての要求メッセージに適用さ
れます。値を実行時に指定すると、各要求メッセージはその独自の値を持ちま
す。デザイン時と実行時の両方に値が指定されると、実行時の値が優先します。
4. オプション: 要求キューまたは応答キューを、動的キューとして定義します。詳
しくは、『要求リンクおよび応答リンクの場合の動的キューの指定』を参照して
ください。
5. オプション: メッセージ ID を、応答メッセージの相関 ID に一致するように指
定する場合は、以下のいずれかの方式を使用します。
ジョブ・コンテキスト

プロパティー設定値

デザイン時

「プロパティー」タブの「メッセージ ID プ
ロパティー」の「値サブプロパティー」

実行時

「列」タブの「入力リンク・スキーマ」の
「WSMQ.MSGID データ・エレメント」

値をデザイン時に指定すると、値は、ジョブのすべての要求メッセージに適用さ
れます。値を実行時に指定すると、各要求メッセージはその独自の値を持ちま
す。デザイン時と実行時の両方に値が指定されると、実行時の値が優先します。
このステップをスキップすると、キュー・マネージャーは各要求メッセージに固
有のメッセージ ID を割り当てます。

要求リンクおよび応答リンクの場合の動的キューの指定
要求キューおよび応答キューは、動的キューとして構成できます。

始める前に
WebSphere MQ コネクターが要求/応答シナリオの一部であるジョブを作成する必要
があります。入力リンクおよび出力リンクをコネクターにアタッチします。ジョブ
の実行前のいずれかの時点に、接続プロパティーおよびその他のプロパティーを、
ジョブに必要なように構成しておくことも必要です。

このタスクについて
動的キューとして、要求キューを開くか、応答キューを開くかを制御できます。要
求キューを動的キューとして使用する場合は、以下のプロパティーに値を指定する
必要があります。
v 動的キュー・グループのキュー名の値
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v ローカル・キューではなくモデル・キューを指す使用法セクションのキュー名プ
ロパティー
応答キューを動的キューとして使用する場合は、以下のプロパティーに値を指定す
る必要があります。
v 動的キュー・グループのキュー名の値
v ローカル・キューではなくモデル・キューを指すヘッダー・フィールドの設定グ
ループの応答先キュー・プロパティー
要求リンクまたは応答リンクの動的キューを指定する場合は、次のようにします。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターで、要求の出力リンク、または応答の入力リンクをクリックしま
す。
3. 動的キューを作成するテンプレートを指定します。
v 動的要求キューの場合、「プロパティー」タブの「使用法」セクションで、キ
ュー名プロパティーのモデル・キューの名前を入力または選択します。
v 動的応答キューの場合、「プロパティー」タブの「ヘッダーの設定」セクショ
ンで、応答先キュー・プロパティーのモデル・キューの名前を入力または選択
します。
4. 要求または応答キューの場合、「プロパティー」タブの「その他のキュー設定」
セクションで、「動的キュー」を「はい」に設定します。
5. キュー名プロパティーで動的キューの名前を指定します。要求キューの場合、動
的キューの絶対パス名または部分名を指定できます。部分名は、名前の終わりに
アスタリスク (*) を使用して指定します。 部分名を入力すると、キュー・マネ
ージャーは動的キューの作成時に固有のキュー名を作成します。名前がローカ
ル・キュー・マネージャーに対して固有でない場合は、エラーが生成されます。
6. 応答キューのみの場合は、コネクターが、応答キューのクローズ・オプション・
プロパティーのキューを閉じる方法を指定します。 コネクターは、キューを閉
じて、キューを閉じる前にそこからメッセージをパージすることも、あるいは閉
じた後にキューを削除することもできます。

情報の再利用と WebSphere MQ コネクター
WebSphere MQ には、データ接続オブジェクト、メタデータ、およびジョブ・パラ
メーターの接続仕様ならびにプロパティー値のような、情報を保存し、再利用する
ための方法があります。
v データ接続オブジェクト
–

接続情報のデータ接続オブジェクトとしての保存

– コネクター・ジョブでのデータ接続オブジェクトの再利用
v メタデータ
– メタデータのコネクターへの保存
v ジョブ・パラメーター
– コネクター・プロパティーへのジョブ・パラメーターの作成
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– コネクター・プロパティーのジョブ・パラメーターの選択
– プロパティーからのジョブ・パラメーターの削除

接続情報のデータ接続オブジェクトとしての保存
接続情報を、データ接続オブジェクトとして保存できます。その後、そのオブジェ
クトを、他のステージで再利用できます。

始める前に
ステージ・エディターの「接続」セクションで、データ・ソースキュー・マネージ
ャーデータベースに対する接続を構成する必要があります。

手順
1. 「接続」セクションで、「保存」をクリックします。 既存の接続値を含む「デ
ータ接続」ウィンドウが表示されます。
2. このウィンドウの残りのフィールド (データ接続オブジェクトの名前、オブジェ
クトの説明、このオブジェクトの保存先フォルダーなど) にデータを入力しま
す。
3. オブジェクトを保存するには、「OK」をクリックします。 新たに保存されたオ
ブジェクトを指定するために、次のテキストが「接続」セクションに追加されま
す。
(関連データ接続: connection_object_name)

コネクター・ジョブでのデータ接続オブジェクトの再利用
リポジトリーに保管されるデータ接続オブジェクトは、ステージ定義にロードする
ことができます。データ接続オブジェクトは一度作成すると、同じ外部リソースへ
のアクセスが必要なときはいつでもジョブ・デザインの中でそのオブジェクトを再
利用することができます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「接続」セクションで、「ロード」をクリックします。 このコネクターのデー
タ接続オブジェクトのリストが表示されます。
3. データ接続オブジェクトを選択し、「OK」をクリックします。 データ接続オブ
ジェクトのすべての設定が、ステージ・エディターに挿入されます。選択したオ
ブジェクトを指定するために、次のテキストが「接続」セクションに追加されま
す。
(関連データ接続: connection_object_name)

コネクター・プロパティーへのジョブ・パラメーターの作成
新規ジョブ・パラメーターは、先に定義しておかなくても、コネクター・プロパテ
ィーで作成することができます。ジョブ・パラメーターの使用により、柔軟で再使
用可能なジョブを定義できます。
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手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ジョブ・パラメーターを作成する対象のプロパティー値をクリックします。その
プロパティーにパラメーターを作成できる場合は、「ジョブ・パラメーター」ボ
タン

が表示されます。

3. ボタンをクリックして、「新規パラメーター」を選択します。
4. 追加するパラメーターを指定します。
a. 「パラメーター名」フィールドのデフォルト値を受け入れるか、新規の値を
入力します。
b. 「プロンプト」フィールドのデフォルト値を受け入れるか、新規の値を入力
します。
c. リストから「タイプ」フィールドの値を選択します。
d. 「デフォルト値」フィールドに、実行時にジョブで使用したい値を入力しま
す。実行時にこの値の入力を求めるプロンプトを出すようにしたい場合は、
この値をブランクのままにします。「タイプ」に「暗号」を選択すると、別
ウィンドウが表示されます。暗号値を入力し、確認用にそれを再度入力して
から、「OK」をクリックする必要があります。
e. オプション: 「ヘルプ・テキスト」フィールドに、説明を入力します。
f. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
このトピックについて詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザ
イナー・クライアント・ガイド」を参照してください。

例
データベースのコネクターがデータベースに接続するジョブでジョブ・パラメータ
ーを使用できます。この例では、異なるデータ・ソースに対して同じジョブを実行
するとします。実行時に指定するデータ・ソースに、コネクターが動的に接続でき
るようにジョブ・パラメーターを定義します。デザイン時に、データ・ソース、ユ
ーザー名、および パスワードのプロパティーのジョブ・パラメーターを定義しま
す。ジョブを実行すると、デフォルト値を指定した場合はその値が入り、そうでな
い場合はブランク値でプロンプトが出されます。デフォルト値を変更するか、また
は新しい値を入力できます。そうすると、コネクターは、この値を使用してデー
タ・ソースに接続します。

コネクター・プロパティーのジョブ・パラメーターの選択
ジョブ・パラメーターをサポートするコネクター・プロパティーでジョブ・パラメ
ーターを選択できます。

始める前に
ジョブ・パラメーターは、ご使用のコネクターの種類に応じて定義する必要があり
ます。
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手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ジョブ・パラメーターを挿入する対象のプロパティー値をクリックします。その
プロパティーにパラメーターを使用できる場合は、「ジョブ・パラメーター」ボ
タン

が表示されます。

3. ボタンをクリックして、リストからパラメーターを選択します。

タスクの結果
ジョブ・パラメーターが、プロパティー値に挿入されます。このトピックについて
詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアン
ト・ガイド」を参照してください。

コネクター・プロパティーからのジョブ・パラメーターの削除
コネクター・プロパティーからジョブ・パラメーターを削除するには、「ジョブ・
パラメーター」ボタンを使用する必要があります。

このタスクについて
このボタンは、プロパティーの内側をクリックした場合のみ使用可能です。

手順
1. 変更するプロパティー値をクリックします。
2. 「パラメーターのクリア」を選択します。

タスクの結果
そのプロパティーにデフォルト値がある場合は、ここでデフォルト値が表示されま
す。ない場合は、このプロパティーに指定したい値を入力または選択します。

メタデータと WebSphere MQ コネクター
コネクターがデザイン時環境の実行時サーバーにアクセスできるときは、メタデー
タを列レベルで処理できます。
リモート・リポジトリーがアドミニストレーター・アプリケーションで共有される
ように構成されている場合は、メタデータを、ローカル・リポジトリーまたはリモ
ート・リポジトリーからロードできます。メタデータは、後で同じタイプのコネク
ターが再利用できるように保存することもできます。

列ごとのメタデータのインポート
コネクター ステージ・エディターの「列」タブの列ごとにメタデータをインポート
できます。

始める前に
メタデータは、まずリポジトリーに保存する必要があります。
第 3 章 概要
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手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「列」タブをクリックします。
3. 「ロード」をクリックします。
4. メタデータを含むツリーから表を選択して、「OK」をクリックします。
5. 右矢印 (>) ボタンを使用して、ロードする列を、「使用可能な列」リストから
「選択された列」リストに移動します。一度にすべての列を移動する場合は、二
重右矢印 (>>) をクリックします。「選択された列」リストから「使用可能な
列」リストに列を戻すには、1 つの列を移動する場合は左矢印 (<) を、すべての
列を移動する場合は、二重左矢印 (<<) を使用します。
6. 「OK」をクリックします。 選択された列のメタデータは、ステージ・エディタ
ー の「列」タブにロードされます。

メタデータのコネクターへの保存
別のコネクターで再利用するためにメタデータを保存することができます。このコ
ンテキストにおけるメタデータは、「列」タブに定義するスキーマです。

始める前に
「列」タブにスキーマを定義する必要があります。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「列」タブをクリックします。
3. 「保存」をクリックします。
4. このウィンドウで新規フィールド値を入力するか、既存のフィールド値を変更し
て、「OK」をクリックします。
5. 保存の手順を実行します。
a. オプション: 「項目名」の表定義名を変更します。
b. ツリーを使用して既存フォルダーにナビゲートするか、または、表定義を保
存する新規フォルダーを作成します。
c. フォルダーをダブルクリックします。 「フォルダー・パス」フィールドにプ
ロジェクト・パスが表示されます。
d. 「保存」をクリックします。

タスクの結果
メタデータを含む表定義が、再利用できるようになります。

次のタスク
この手順について詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナ
ー・クライアント・ガイド」を参照してください。
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デザイン時データおよびコネクター
ODBCTeradataWebSphere MQDB2 コネクターを使用すると、デザイン時に、
Teradata データベースODBC データ・ソース WebSphere MQ アプリケーション
IBM DB2 データベース内のデータを表示できます。
デザイン時にデータを表示すると、以下が真であることを確認できます。
v ご使用の接続構成がローカル・キュー・マネージャーまたはリモート・キュー・
マネージャーの接続設定が正しい。
v ご使用の SQL ステートメントが正しく、表示したい列が表示されるローカル・
キューまたはリモート・キューの設定が正しく、実行時にジョブに処理してほし
いとおりにメッセージが表示される。
リモート・キューまたはローカル・キュー上のメッセージ・データを読み取って
も、読み取り処理中のデータが破棄されない。
v Teradata データベースODBC データ・ソースDB2 データベースのデータが期待ど
おりのデータであることと、それが有効であること。

デザイン時のデータの表示
Teradata データベースODBC データ・ソースWebSphere MQ アプリケーションIBM
DB2 データベース内のデータを表示できます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. 「接続」セクションのプロパティーを構成します。
3. リモート・キュー上のキュー・メッセージ・データを検討するには、モード・プ
ロパティー値に クライアントを選択する必要があります。
4. 「テスト」をクリックして、接続設定をテストします。
接続テストが失敗する場合、接続設定のトラブルシューティングをしてくださ
い。 Teradata データベースODBC データ・ソース WebSphere MQ キュー・マ
ネージャーDB2 データベースにアクセスできるまで、データは表示できませ
ん。
オプション

説明

出力リンクのあるコネクター

SELECT ステートメントで、SQL ステートメ
ントを定義します。

入力リンクのあるコネクター

INSERT ステートメント、UPDATE ステートメ
ント、または、 DELETE ステートメントを定
義します。

5. データを表示するキューの名前を入力するか、選択します。
6. 「データ参照」をクリックします。
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35

パブリッシュ/サブスクライブと WebSphere MQ コネクター
IBM WebSphere MQ コネクターは、パブリッシュ/サブスクライブ・メッセージン
グ・ モデルをサポートします。
パブリッシュ/サブスクライブ・ブローカーを使用可能にしてキュー・マネージャー
を使用する場合は、WebSphere MQ ソフトウェアをインストールする必要がありま
す。また、要求/応答シナリオはパブリッシュ/サブスクライブと一緒に使用できませ
ん。
パブリッシュ/サブスクライブでは、WebSphere MQ アプリケーションまたはサブス
クライバーは、特定のトピックにサブスクライブしてから、これらのトピックに関
連するメッセージを受信します。メッセージをパブリッシュするアプリケーション
がパブリッシャーです。ブローカーは、パブリッシャーからサブスクライバーへの
メッセージを管理するプロセスです。ブローカーは、サブスクライバーが、サブス
クライブしたパブリケーション・メッセージを受信したことを検証する必要があり
ます。
コネクターは、パブリッシャーまたはサブスクライバーのいずれかとして行動しま
す。コネクターは、パブリッシャーとして、パブリケーション・メッセージを入力
リンクからパブリッシャー・キューに送信します。ブローカーは、パブリッシャ
ー・キューのメッセージを読み取り、それをサブスクライバー・キューに送信しま
す。コネクターは、サブスクライバーとして、サブスクライバー・キューからのメ
ッセージを読み取り、それを出力リンクで送達し、ジョブでさらに処理します。
コネクターにアタッチするリンクによって、パブリッシュ/サブスクライブのキュ
ー・マネージャーがキューを使用する方法が決まります。
入力リンク
パブリッシャー・キューの名前。パブリッシャー・ステージは、このキュー
を使用してメッセージをブローカーに送信します。 MQRFH サービス・タ
イプの場合、この名前はストリーム名です。 MQRFH2 サービス・タイプの
場合、この名前は、入力ノードに関連するキュー名です。ブローカーはこの
ノードのパブリケーション・メッセージを収集し、それを同じメッセージ・
フローのパブリケーション・ノードに渡します。
出力リンク
サブスクライバー・キューの名前。ブローカーは、このステージのサブスク
ライバー・キューのパブリケーション・メッセージを送信します。

パブリッシュ/サブスクライブのインストール・アクティビティー
パブリッシュ/サブスクライブに必要な SupportPac をインストールするときは、キ
ュー・マネージャーをパブリッシュ/サブスクライブ・ブローカーとして定義できま
す。ブローカーが開始すると、キュー・マネージャーにパブリッシュ/サブスクライ
ブ・インフラストラクチャーが確立されます。インフラストラクチャーには、ブロ
ーカーによるサブスクリプションおよびパブリケーション・メッセージの内部管理
のためのさまざまなシステム・キューが含まれています。
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パブリッシュ/サブスクライブの前提条件
パブリッシュ/サブスクライブを WebSphere MQ コネクターと一緒に使用する場合
は、MQRFH か MQRFH2 のいずれのメッセージ・フォーマットを使用するかによ
って、特定のアプリケーション、SupportPacs またはフィックスパックをインストー
ルする必要があります。
SupportPac をインストールするときは、キュー・マネージャーをパブリッシュ/サブ
スクライブ・ブローカーとして定義できます。ブローカーが開始すると、キュー・
マネージャーに、必要なパブリッシュ/サブスクライブ・インフラストラクチャーが
確立されます。インフラストラクチャーには、ブローカーによるサブスクリプショ
ンおよびパブリケーション・メッセージの内部管理のためのさまざまなシステム・
キューが含まれています。

MQRFH メッセージ・フォーマットの要件
以下のバージョンのいずれかを組み合わせてインストールする必要があります。
v IBM WebSphere MQ、バージョン 5.3 と MA0C SupportPac で、8 未満のフィッ
クスパック付きか、フィックスパックなし
v IBM WebSphere MQ、バージョン 5.3 で MA0C SupportPac なし。ただし、フィ
ックスパック 8 以降付き
v IBM WebSphere MQ、バージョン 6.0

MQRFH2 メッセージ・フォーマットの要件
IBM WebSphere Message Broker 6.0 を使用する必要があります。

パブリッシュ/サブスクライブの動的キューの指定
パブリッシュ/サブスクライブでは、応答キューが動的キューであることを指定でき
ます。

始める前に
パブリッシュ/サブスクライブに対してWebSphere MQ コネクターが構成されるジョ
ブを、作成する必要があります。コネクターは、パブリッシャーとして構成される
と、入力リンクを持ちます。コネクターは、サブスクライバーとして構成される
と、出力リンクを持ちます。ジョブを実行する前に、接続プロパティーおよびその
他のプロパティーを、ジョブに必要なように構成しておくことも必要です。

このタスクについて
パブリッシュ/サブスクライブにおいて、コネクターはコマンド・メッセージをブロ
ーカーに送信します。ブローカーは、メッセージが正常に処理されたことを確認し
て、これらのコマンド・メッセージに応答します。コネクターとブローカー間のこ
れらのメッセージのキューが、動的キューであることを指定できます。コネクター
のクローズ・オプションは指定できません。応答キューが動的応答キューの場合、
コネクターは、メッセージをキューからパージし、キューを閉じてから、ジョブの
終了時にキューを削除します。
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パブリッシュ/サブスクライブ・ジョブで動的キューを指定するには、次のようにし
ます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
2. ナビゲーターで、パブリッシャーの入力リンク、またはサブスクライバーの出力
リンクをクリックします。
3. 「プロパティー」タブの「パブリッシュ/サブスクライブ」グループの「応答キ
ュー」プロパティーで、動的キューのテンプレートであるモデル・キューの名前
を選択します。
4. 「パブリッシュ/サブスクライブ」グループで、「動的応答キュー」を「はい」
に設定します。
5. 「キュー名」プロパティーで、動的キューの絶対パス名または部分名を指定しま
す。部分名は、名前の終わりにアスタリスク (*) を使用して指定します。 部分
名を入力すると、キュー・マネージャーは動的キューの作成時に固有のキュー名
を作成します。名前がローカル・キュー・マネージャーに対して固有でない場合
は、エラーが生成されます。

パブリッシュ/サブスクライブの WebSphere MQ コネクターの構
成
WebSphere MQ コネクターを構成すると、パブリッシュ/サブスクライブ・モデルを
使用できます。

始める前に
コネクターをパブリッシャーとサブスクライバーのいずれかとして働かせるかによ
って、入力リンクまたは出力リンクをコネクターに追加する必要があります。ま
た、メッセージは MQHRF か MQHRF2 のいずれかの形式でなければなりません。

このタスクについて
コネクターは、パブリッシュ/サブスクライブで以下の高水準のタスクを実行しま
す。
1. MQHRF または MQHRF2 形式でメッセージを組み立てる。
2. パブリケーション・コマンド・メッセージのメッセージ・フォーマット・ヘッダ
ー・フィールドにコマンドの値を指定する。
3. 登録および登録解除コマンド・メッセージを、ブローカーの正しい制御キューに
送信する。
パブリッシュ/サブスクライブのコネクターを構成するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディ
ターを開きます。
2. パブリッシュ/サブスクライブを「はい」に設定する。
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3. 登録、登録解除、およびパブリケーションのコマンド・メッセージの「サービ
ス・タイプ」を選択します。
4. 特定のトピックのサブスクライバーまたはパブリッシャーを登録する場合は、
登録プロパティーのトピック・サブプロパティーにトピック名を入力します。
5. 特定のトピックのサブスクライバーまたはパブリッシャーを登録解除する場合
は、登録解除プロパティーのトピック・サブプロパティーにトピック名を入力
します。
6. 特定のトピックのパブリケーション・メッセージを送信する場合は、以下のオ
プションのいずれかを使用します。
v パブリケーション設定値プロパティーのトピック・サブプロパティーにトピ
ック名を入力する。
v WSMQ.TOPIC データ・エレメント列に、この列が入力リンクに定義される
ときに、トピック名値を指定する。
7. 入力リンク (パブリッシャー) のみの場合、パブリケーション設定値グループに
プロパティーを構成し、コネクターに指示して、パブリケーション・コマン
ド・メッセージを準備させます。
8. 登録グループにプロパティーを構成し、コネクターに指示して、登録コマン
ド・メッセージを準備させます。コネクターは次に、このメッセージをジョブ
の始めにブローカー制御キューに送信します。
9. 登録解除グループにプロパティーを構成し、コネクターに指示して、コマンド
登録解除メッセージを準備させます。コネクターは次に、ジョブの終わりに、
このメッセージをブローカー制御キューに送信します。
10. 出力リンク (サブスクライバー) の場合、登録または登録解除に適用するサブス
クリプション値を指定します。
a. サブスクリプション名、サブスクリプション ID、およびストリーム名プロ
パティーを指定します。
b. MQRFH2 サービス・タイプのみの場合は、コンテンツ・フィルター・プロ
パティーおよびサブスクリプション・ポイント・プロパティーを指定しま
す。
11. パブリッシュ/サブスクライブ・ジョブを実行する前に、ブローカーであるキュ
ー・マネージャーを、strmqbrk -m qmname のコマンドによって開始します。

WebSphere MQ コネクター・プロパティー
プロパティーは、コネクターがジョブで作動する方法を定義します。コネクターを
使用する際のコンテキスト (要求/応答シナリオのソース・コンテキスト、ターゲッ
ト・コンテキスト、または要求コンテキスト) によって、さまざまなプロパティー
が使用可能です。
「プロパティー」タブの接続セクションまたは使用法セクションで表示されるすべ
てのプロパティーが、五十音順にリストされます。

アクセス・モード
このプロパティーは、ソース・キューの開き方を指定する場合に使用します。
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出力リンクの場合、このアクセス・モードは、メッセージの読み取りを行う場合の
キュー用です。
応答リンクの場合、このアクセス・モードは、応答の受信元のキュー用です。
デフォルト値はキュー定義と同じです。
次の値を使用できます。
キュー定義と同じ
キューは、そのキューに定義されたデフォルト・アクセスを使用して開きま
す。
共有

キューには、複数のアプリケーションまたは同じアプリケーションが同時に
アクセスできます。

排他的 キューに同時にアクセスできるアプリケーションは 1 つのみです。このキ
ューは、それを開いたアプリケーションが閉じるまでは、アプリケーション
が開けることはできません。
排他的 (認可された場合)
キューを最初に開く試みは、排他モードで行われます。この試みが失敗する
と (別のアプリケーションがこのキューを既に開いているため)、共有アクセ
スによってキューを開く試みがもう一度行われます。

アカウンティング・トークン
このグループのプロパティーは、メッセージのアカウンティング・トークンを指定
する場合に使用します。
このトークンは、アプリケーション固有の情報および環境固有の情報によって構成
されます。
入力リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテキスト・モードを
ID を設定またはすべて設定に設定した場合のみです。

代替セキュリティー ID
このグループのプロパティーは、代替ユーザーを一意的に識別する Windows セキ
ュリティー ID (SID) を指定する場合に使用します。
キュー・マネージャーは、このキューを開くときにこの ID を使用します。

代替ユーザー ID
このプロパティーは、キュー・マネージャーのセキュリティー・サービスがこのキ
ューを開く際に使用する、代替ユーザーの ID を指定する場合に使用します。
有効値は最大 12 文字です。

アプリケーション ID データ
このプロパティーは、最初にメッセージをキューに書き込むアプリケーションを表
す値を指定する場合に使用します。
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デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ソース・メ
ッセージのデフォルト値が使用されます。デフォルトのソース・メッセージ値は、
キュー・マネージャーによって生成され、かつブランク値です。出力リンクでこの
値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用され
ません。
入力リンクおよび要求リンクの場合、有効値は最大 32 文字です。
入力リンクおよび要求リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテ
キスト・モードを ID を設定またはすべて設定に設定した場合のみです。
出力リンクの場合は、スペースまたはコンマで区切られた 1 つ以上の文字値を、合
計最大 256 文字入力できます。複数の値を入力すると、コネクターはそのすべての
値を使用してメッセージのフィルタリングを行います。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.APPLIDENTITYDATA です。

アプリケーション起点データ
このプロパティーは、メッセージの起点に関するカスタマイズされたアプリケーシ
ョン固有の情報を指定する場合に使用します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、出力メッセ
ージのデフォルト値が使用されます。デフォルトの出力メッセージ値は、キュー・
マネージャーによって生成され、かつブランク値です。出力リンクでこの値がブラ
ンクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび要求リンクの場合、有効値は最大 4 文字です。
入力リンクおよび要求リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテ
キスト・モードをすべて設定に設定した場合のみです。
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出力リンクの場合は、スペースまたはコンマで区切られた 1 つ以上の文字を、合計
最大 256 文字入力できます。複数の値を入力すると、コネクターはそのすべての値
を使用してメッセージのフィルタリングを行います。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.APPLORIGINDATA です。

バックアウト・カウント
出力リンクのみの場合、このプロパティーは、メッセージが、フィルタリングのた
めにロールバックされた回数を表す特定の値または値の範囲を指定する場合に使用
します。
キュー・マネージャーは、キューから読み取られたメッセージがロールバックされ
るごとに、この数値を増やします。この計算における 1 つの例外は、このカウント
には、参照処理が含まれていないことです。
デフォルト値はありません。この値がブランクの場合、このプロパティーはメッセ
ージのフィルタリングに使用されません。
このプロパティーの値は、メッセージのフィルタリング条件を指定する場合に使用
します。値の指定は、さまざまな方法で行えます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
256 文字以内で入力します。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.BACKOUTCOUNT です。

バインディング・モード
バインディング・モードは、キュー・マネージャーがクラスターから物理的キュ
ー・インスタンスを選択するときに、選択して使用します。
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デフォルト値はキュー定義と同じです。
次の値を使用できます。
キュー定義と同じ
共有クラスター・キューのデフォルトのバインディングを使用できます。ク
ラスター・キューのこのバインディングは、WebSphere MQ 管理ツールが
指定します。この設定値は、このプロパティーの他の 2 つの値のいずれか
に解決されます。
オープン時
キュー・マネージャーは、すべてのメッセージが送信されるクラスターのキ
ュー・インスタンスを判別します。キュー・マネージャーは、最初にクラス
ター・キューを開く際、キュー・インスタンスを選択します。これは、すべ
て後続のメッセージの送信先であるキューです。
固定しない
キュー・マネージャーは、個別に送信されるメッセージごとに、キュー・イ
ンスタンスを選択します。その結果として、多数の異なる物理的キュー・イ
ンスタンスが使用される場合があります。ロード・バランシングを指定する
ときは、このオプションを選択します。

大/小文字を区別する
このプロパティーを使用して、テキストの比較で大/小文字を区別するかどうかを指
定します。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「大/小文字を区別する」フィールドを使用して、
ソート処理でのテキストの比較で大/小文字を区別するかどうかを指定します。

チャネル名
このプロパティーは、メッセージがコネクターからリモート・キュー・マネージャ
ーに送信される際のクライアント接続チャネルの名前を指定する場合に使用しま
す。
プロパティーのクライアント・チャネル定義グループの一部として、この値は、
MQSERVER、MQCHLLIB、または MQCHLTAB 環境変数で指定されたすべての値
の置き換えに役立ちます。
このプロパティーの有効値は最大 20 文字です。

クライアント・チャネル定義
このグループのプロパティーは、コネクターからリモート・キュー・マネージャー
に接続する接続チャネルを定義する場合に使用します。
プロパティーのこのグループが使用可能なのは、モード・プロパティーを クライア
ントに設定した場合のみです。
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このグループのプロパティーの値により、MQSERVER、MQCHLLIB、または
MQCHLTAB 環境変数で指定された値はすべて置き換えられます。あるいは、この
グループのサブプロパティーを指定する代わりに、これらの環境変数を使用しても
かまいません。
これらのプロパティーを使用するときは、チャネル名、トランスポート・タイプ、
および接続名のみがチャネル定義に含まれます。その結果このチャネル定義は、
MQSERVER 環境変数によって指定された定義に類似します。特定のセキュリティ
ー出口または SSL 設定値などの、その他のチャネル設定値は指定できません。これ
らの追加のチャネル属性の制御が必要な場合は、MQCHLLIB および MQCHLTAB
環境変数によってチャネル定義を指定します。

クラスター・キュー
このプロパティーは、ターゲット・キューが共有クラスター・キューとしてアクセ
スされるかどうかを指定する場合に使用します。
この値を「はい」に設定し、クラスター・キューのキュー・マネージャー・プロパ
ティーにも値を指定すると、メッセージはキュー・マネージャーに送信されます。
値を「はい」に設定し、キュー・マネージャー名を指定しなければ、キュー・マネ
ージャーはクラスターから動的に選択されます。
デフォルト値は「いいえ」です。

コード化文字セット ID
このプロパティーは、メッセージのコード化文字セットの ID を指定する場合に使
用します。
入力および要求リンクの場合、指定できるのは -2 から 999999999 の範囲に含まれ
る整数 1 つのみです。次の値を使用できます。
-2

EMBEDDED コード化文字セット ID の特殊値が使用されることを指定しま
す。

-1

INHERIT コード化文字セット ID の特殊値が使用されることを指定しま
す。

0

現行キュー・マネージャー接続の DEFAULT または Q_MGR コード化文字
セット ID 値が使用されることを指定します。

1-999999999
特定のコード化文字セット ID 値が使用されることを指定します。この ID
はキュー・マネージャーが認識する必要があります。
入力リンクおよび要求リンクのデフォルト値は 0 です。
出力リンクの場合は、合計最大 256 文字の 1 つ以上の数値を入力できます。出力
リンクにはデフォルト値はありません。この値がブランクの場合、メッセージは、
コード化文字セット ID 値に基づいてフィルター処理されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
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v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.CODEDCHARSETID です。

メッセージ変換用のコード化文字セット ID
このプロパティーは、キュー・マネージャーがソース・メッセージの文字データを
変換する際に使用するコード化文字セットの ID を指定する場合に使用します。
このプロパティーは、エンコード・プロパティーとともに、メッセージ変換プロパ
ティーを「はい」に設定する際のテキストおよび数値変換を決める場合に使用しま
す。
このプロパティーは、出力リンクおよび応答リンクの場合のみ使用可能です。値の
選択または入力を行わない場合は (すなわち、値は 0 のまま)、実行プラットフォー
ムのデフォルトのコード化文字セット ID が想定されます。デフォルト値は 0 で
す。有効値は -2 から 999999999 の範囲に含まれる整数です。次の値を使用できま
す。
-2

EMBEDDED コード化文字セット ID の特殊値が使用されることを指定しま
す。

-1

INHERIT コード化文字セット ID の特殊値が使用されることを指定しま
す。

0

現行キュー・マネージャー接続の DEFAULT または Q_MGR コード化文字
セット ID 値が使用されることを指定します。

1-999999999
特定のコード化文字セット ID 値が使用されることを指定します。この ID
はキュー・マネージャーが認識する必要があります。

接続名
このプロパティーは、このコネクターのクライアント接続の名前を指定する場合に
使用します。
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プロパティーのクライアント・チャネル定義グループの一部として、この値は、
MQSERVER、MQCHLLIB、または MQCHLTAB 環境変数で指定されたすべての値
の置き換えに役立ちます。
有効値は最大 264 文字です。
入力する値は、トランスポート・タイプ・プロパティーで指定したトランスポー
ト・タイプの形式に従っている必要があります。別のタイプおよび形式の例につい
ては、以下の表を参照してください。
表 2. トランスポート・タイプ別にリストされたトランスポート・タイプ値の例
タイプ

フォーマット

例

LU62 または
NetBIOS

ModeName/TpName

BOX99

TCP または
UDP

server-address(PortNumber)

9.20.4.2(2005)

SPX

ConnectionName(SocketNumber)

000001.00005A7161E5(5E88)

DECnet

nodename(objectnumber)

node(task)

コンテンツ・フィルター
このプロパティーは、サブスクライバーが登録または登録解除する際のコンテン
ツ・フィルターを指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、サービス・タイプ・プロパティーの値を
MQRFH2 に設定した場合のみです。
フィルターには、ブローカーが、サブスクライバーにパブリケーションを転送する
かどうかを決定するときに使用する式が含まれています。 トピック・プロパティー
に加えて、この値を指定できます。両方のプロパティーを指定すると、ブローカー
は以下の場合にそのパブリケーションをサブスクライバーに転送します。
v パブリケーションのトピックが、サブスクライバーが登録したパブリケーション
のいずれかであるとき
v パブリケーションのコンテンツが、このコンテンツ・フィルター・プロパティー
で指定されたフィルター式のコンテンツに一致するとき
登録プロパティーと登録解除プロパティーの両方の値を「いいえ」に設定すると、
このプロパティーの値は無視されます。
有効値は最大 512 文字です。デフォルト値はありません。

コンテキスト・モード
このプロパティーは、ターゲット・キューが開かれているときに、いずれかの ID
コンテキストまたは起点コンテキスト値をすべてのメッセージに含めるかどうかを
指定する場合に使用します。
キュー・マネージャーは、キューを開いてそれにメッセージを送るときは、さまざ
まなコンテキスト・モード・オプションを用いてキューを開くことができます。コ
ンテキスト・モードは、このキューに送信されるメッセージで指定された ID フィ
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ールドによって部分的に決められます。この値は、定義するセキュリティー設定
と、ターゲット・メッセージに使用されるスキーマのメッセージ起点データ・エレ
メントに応じて選択します。
デフォルト値は「なし」です。
以下の値は、メッセージ・コンテキスト情報がオーバーライドされる際のレベル別
に順にリストされています。
なし

ターゲット・メッセージにコンテキスト・フィールドは含まれていません。

ID を設定
以下のプロパティーによって、ID コンテキスト・フィールドをターゲッ
ト・メッセージに含めることができます。
v ユーザー ID
v アカウンティング・トークン
v アプリケーション ID データ
すべて設定
ID コンテキスト・フィールドと起点コンテキスト・フィールドの両方を、
ターゲット・メッセージに含めることができます。 ID を設定値のプロパテ
ィー以外に、以下の起点コンテキスト・プロパティーが、すべて設定の値に
使用可能です。
v 書き込みアプリケーション名
v 書き込みアプリケーション・タイプ
v 書き込み日付
v 書き込み時刻
v アプリケーション起点データ

エラー・キューのコンテキスト・モード
このプロパティーは、エラー・キューが開かれる際のコンテキスト・モードを指定
する場合に使用します。
デフォルト値は「なし」です。
エラー・キューに送信されるメッセージの場合は、以下のモードが使用可能です。
なし

コンテキスト・フィールドを保存しません

ID を設定
ID コンテキスト・フィールドを保存します
すべて設定
ID コンテキスト・フィールドおよび起点コンテキスト・フィールドを保存
します

相関 ID
このグループのプロパティーは、メッセージの相関 ID を指定する場合に使用しま
す。
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相関 ID は、メッセージを別のメッセージに関連付けたり、あるいはメッセージ
を、特定のアプリケーションによって実行されるその他の作業に関連付ける場合に
使用します。

登録解除のための相関 ID
このプロパティーは、登録解除コマンド・メッセージの相関 ID を指定する場合に
使用します。
コネクターは、この値を、登録解除コマンド・メッセージ・ヘッダーの相関 ID フ
ィールドに使用します。 相関 ID を全般オプション・プロパティーの ID として指
定する場合も、登録解除グループの相関 ID プロパティーの値は、入力リンクのパ
ブリッシャーまたは出力リンクのサブスクライバーを識別します。
有効値は最大 48 文字です。デフォルト値はありません。

登録のための相関 ID
このプロパティーは、登録コマンド・メッセージの相関 ID を指定する場合に使用
します。
コネクターは、この ID を、登録コマンド・メッセージ・ヘッダーの相関 ID フィ
ールドに使用します。 相関 ID を ID として使用を全般オプション・プロパティー
の値として指定する場合も、このプロパティーの値は、入力リンクのパブリッシャ
ーまたは出力リンクのサブスクライバーを識別します。
このプロパティーの有効値は最大 48 文字です。デフォルト値はありません。

フィードバックのカスタム値
このプロパティーは、レポート・メッセージのユーザー定義フィードバック・コー
ドまたは理由コードを指定する場合に使用します。
フィードバック・コードまたは理由コードを入力できます。
入力リンクおよびリジェクト・リンクの場合、システム値プロパティーで値の選択
を既に行っていると、このプロパティーでカスタム値を入力できません。 システム
値プロパティーで値を選択しなかった場合は、0 から 999999999 の範囲に含まれる
単一の整数を入力します。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でカスタム値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
出力リンクの場合、各整数は 0 から 999999999 の範囲に含まれていなければなり
ません。
このプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォ
ルト値はありません。出力リンクでこの値がブランクの場合、このプロパティーは
メッセージのフィルタリングに使用されません。
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形式のカスタム値
このプロパティーは、メッセージ・フォーマットのユーザー定義値を指定する場合
に使用します。
入力リンクの場合、システム値プロパティーで値の選択を既に行っていると、この
プロパティーで値を入力できません。 システム値プロパティーで値を選択しなかっ
た場合は、このプロパティーで最大 8 文字のカスタム値を入力します。デフォルト
値はありません。
出力リンクの場合は、システム値プロパティーの指定された値に加えて、このプロ
パティーで 1 つ以上の値を入力できます。出力リンクの有効値はストリングです。
値ごとに、最大 8 文字を、この合計に特殊文字を含めずに、入力できます。複数の
値を入力することもできます。各値は、コンマまたはスペースで区切る必要があり
ます。すべての値で、コンマ、スペース、または円記号 (¥) の前の拡張文字とし
て、円記号 (¥) を挿入します。例えば、値が FMT 1¥2 ならば、以下の文字を入力し
ます。
FMT¥ 1¥¥2
値の合計の長さは 256 文字まで可能です。デフォルト値はありません。出力リンク
の場合にこの値がブランクであると、ソース・メッセージのカスタム形式値でフィ
ルタリングは行われません。

メッセージ・タイプのカスタム値
このプロパティーは、メッセージ・タイプのユーザー定義値 (入力リンク)、または
ソース・メッセージの値の範囲 (出力リンク) を指定する場合に使用します。
入力リンクの場合、システム値プロパティーで値の選択を既に行っていると、この
プロパティーで値を入力できません。 システム値プロパティーで値を選択しなかっ
た場合は、1 から 999999999 の範囲に含まれる単一の整数を入力します。デフォル
ト値はありません。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でこのプロパティーの値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
出力リンクの場合、各整数は 1 から 999999999 の範囲に含まれていなければなり
ません。このプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりませ
ん。デフォルト値はありません。出力リンクでこの値がブランクの場合、メッセー
ジは、そのメッセージ・タイプ値に基づいてフィルター処理されません。

パブリケーション形式のカスタム値
パブリケーション・ペイロードのユーザー定義形式の指定にこのプロパティーを使
用するのは、入力リンクの場合のみです。
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システム値プロパティーで値の選択を既に行っていると、カスタム値を入力できま
せん。 システム値プロパティーで値を選択しなかった場合は、このプロパティーで
最大 8 文字のカスタム値を入力します。デフォルト値はありません。

書き込みアプリケーション・タイプのカスタム値
このプロパティーは、メッセージが書き込まれるアプリケーション・タイプのユー
ザー定義値を指定する場合に使用します。
入力リンクの場合、システム値プロパティーで値の選択を既に行っていると、カス
タム値を入力できません。 システム値プロパティーで値を選択しなかった場合
は、-1 から 999999999 の範囲に含まれる整数を入力します。デフォルト値はあり
ません。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でこのプロパティーの値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
出力リンクの場合、各整数は -1 から 999999999 の範囲に含まれていなければなり
ません (ここで -1 は UNKNOWN を指定します)。このプロパティーの結合した値
の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォルト値はありません。出力リン
クでこの値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに
使用されません。

登録解除
このプロパティーは、ブローカーがこのパブリッシャーまたはサブスクライバー
を、指定されたトピックから登録解除するかどうかを指定する場合に使用します。
この登録解除は、ジョブの完了前であっても、ジョブ内のすべてのメッセージが作
成または取り扱われた後に発生します。
入力リンクの場合 (パブリッシャーとして)、このプロパティーが使用可能なのは、
サービス・タイプ を MQRFH に設定した場合のみです。出力リンクの場合は (サブ
スクライバーとして)、サービス・タイプを MQRFH または MQRFH2 に設定できま
す。
デフォルト値は「いいえ」です。
このグループのサブプロパティーは、追加の登録解除情報を指定する場合に使用し
ます。

動的キュー
このプロパティーは、キュー・マネージャーが、実行時に動的キューを作成して、
特定のアプリケーションのメッセージ処理のみを実施するかどうかを指定する場合
に使用します。このキュー名は、モデル・キューの名前に基づいています。
入力リンクの場合、動的キューを「はい」、キュー名をモデル・キュー名に設定す
ると、キュー・マネージャーによってターゲット動的キューが作成され、メッセー
ジが動的キューに送信されます。キュー名は指定できても、コネクターには、送信
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されたメッセージがその利用者によって処理されたかどうかを知る方法がないた
め、クローズ・オプションは指定できません。したがって、コネクターは動的キュ
ーを閉じることはできても、コネクターは動的キューを破棄できません。
要求リンクの場合は、モデル・キューを指すキュー名を設定すると、キュー・マネ
ージャーは動的要求キューを作成します。キュー・マネージャーは、要求メッセー
ジを動的要求キューに送信します。 応答先キュー・プロパティーがモデル・キュー
を指す場合、キュー・マネージャーは動的応答キューを作成します。この動的応答
キューの名前は、要求メッセージで指定されます。コネクターは、応答メッセージ
がこのキューに表示されるのを待ちます。
デフォルト値は「いいえ」です。

動的応答キュー
このプロパティーは、応答キューが動的キューとしてアクセスされるかどうかを指
定する場合に使用します。ブローカーは、この応答キューを使用して、コネクター
がブローカーに送ったコマンド・メッセージに応答を送信します。
このプロパティーが使用可能なのは、パブリッシュ/サブスクライブをはいに設定し
た場合のみです。
動的応答キューをはいに設定すると、動的キューがキュー・マネージャーによって
コネクター用に作成されます。次にコネクターは、ブローカーがそれに応答メッセ
ージを送るのを待ちます。 はいの値も、応答キュー・プロパティーのキュー名がモ
デル・キュー名として使用されることを指定します。
デフォルト値は「いいえ」です。

ペイロード参照を有効にする
このプロパティーは、実際のペイロード・データを渡すのではなく、メッセージ・
ペイロードに参照を渡すかどうかを指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、メッセージの順序と組み立てを個別 (順番な
し)、個別 (順番に処理)、または論理メッセージを組み立てるに設定した場合のみ
です。
ペイロード参照を有効にするをはいに設定すると、インライン・メッセージ・ペイ
ロードではなく参照ストリング (ロケーター) が渡されます。メッセージは、次に、
メッセージが取り扱われる必要があるジョブの時点に読み取られます。 ODBC コネ
クターまたは WebSphere MQ コネクターなど、ペイロード参照をサポートするコネ
クターが宛先ステージとして使用される場合は、コネクターによって実際のペイロ
ード・データが読み取られます。 Sequential File ステージのような別のステージ
が、メッセージが取り扱われる必要があるジョブの時点にある場合は、メッセー
ジ・リファレンス・ストリングがファイルに書き込まれ、実際のペイロード・デー
タは書き込まれません。
実際のペイロード・データではなく参照ストリングを使用する場合は、他の場合に
は許可されないジョブによってより大きいメッセージを移動できます。しかし、ペ
イロード・データは、その宛先に渡すときは、実際のデータではなく参照ストリン
グを渡すため、取り扱うことはできません。
第 3 章 概要
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デフォルト値は「いいえ」です。

エンコード
このプロパティーは、メッセージ内の数値データのエンコード値を指定する場合に
使用します。
入力および要求リンクの場合、指定できるのは -1 から 999999999 の範囲に含まれ
る整数 1 つのみです。 -1 の値は、現行キュー・マネージャー接続用の固有の数値
エンコードが使用されることを指定します。デフォルト値は -1 です。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でカスタム値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
このプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォ
ルト値はありません。この値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージの
フィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.ENCODING です。

メッセージ変換のエンコード
このプロパティーは、キュー・マネージャーがソース・メッセージ内の数値データ
を変換する際のエンコードを指定する場合に使用します。
このエンコード・プロパティーは、2 進整数、パック 10 進整数、および浮動小数
点数値のような値を、メッセージ・フォーマット・ヘッダーで処理する方法を定義
します。 メッセージ変換プロパティーがはいに設定されているときは、このプロパ
ティーを コード化文字セット ID プロパティーと一緒に使用して、数値およびテキ
スト変換を決めます。
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値を指定しないか、-1 に設定した場合は、現行のキュー・マネージャー接続に固有
の数値エンコードが使用されるものと想定されます。デフォルト値は -1 です。有
効値は -1 から 999999999 の範囲に含まれる整数です。

データの終わり
このプロパティーを使用して、レコードの残りの最後のセットにウェーブの終わり
マーカーを挿入するかどうかを指定します。このシナリオは、その最後のセットの
レコード数が、「レコード・カウント」プロパティーの中の値よりも少ないときに
呼び出されます。
このプロパティーは、「ウェーブの終わり」に、「なし」以外の値を設定した場合
にのみ使用できます。
作業単位は、トランザクションの単位です。ウェーブの終わりマーカーは、作業単
位またはトランザクションの終わりを示します。トランザクション単位は、トラン
ザクション単位のウェーブの終わりマーカーがジョブの中を正常に通過したあと
で、ソース・ステージでコミットされます。このプロパティーに「いいえ」を設定
し、「レコード・カウント」プロパティーに指定された数より少ないレコード数で
ある場合は、次のアクションが発生します。
1. この最後の小さいレコードのセットは、コネクターが読み取ります。
2. トランザクションはソース・ステージでコミットされます。
3. これらのレコードは、ジョブの次のステージが読み取ります。また、これらのレ
コードは、トランザクションが既にそのステージでコミットされているため、ソ
ース・ステージへロールバックできません。
4. 「メッセージ読み取りモード」を「削除 (トランザクション内)」に設定する
と、レコードは読み取られてコミットされたあと、キューから削除されます。
デフォルト値は「はい」です。

データの終わりメッセージ・タイプ
このプロパティーは、メッセージの読み取り処理の終了を指定するメッセージ・ヘ
ッダーのメッセージ・タイプを指定する場合に使用します。
コネクターは、このプロパティーで指定されたタイプと一致するメッセージを受信
すると、メッセージの読み取りを停止します。これに対する例外は、メッセージの
グループ内に追加のメッセージがあり、かつメッセージ・グループの組み立てが必
要のときです。グループ組み立てシナリオで、グループ内の残りのメッセージも読
み取られます。
0 から 999999999 の範囲に含まれる整数を指定できます。
デフォルト値はありません。

ウェーブの終わり
すべてのトランザクションの中で、ウェーブの終わりマーカーがどのように処理さ
れるかを指定します。
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作業単位は、トランザクションの単位です。ウェーブの終わりマーカーは、作業単
位またはトランザクションの終わりを示します。トランザクション単位は、トラン
ザクション単位のウェーブの終わりマーカーがジョブの中を正常に通過したあと
で、ソース・ステージでコミットされます。コネクターがソース・コンテキスト
(すなわち、出力リンク) で使用されるとき、コネクターは、「ウェーブの終わり」
プロパティーで定義されたようにウェーブの終わりマーカーを生成して、作業単位
を定義します。
デフォルト値は「なし」です。
次の値を使用できます。
なし

データ・セットにウェーブの終わりマーカーは挿入されません。

前

トランザクションがコミットされる前に、ウェーブの終わりマーカーが挿入
されます。

後

トランザクションがコミットされたあとに、ウェーブの終わりマーカーが挿
入されます。

エラー・キュー
このグループのプロパティーは、ローカルまたはリモート・エラー・キューを定義
する場合に使用します。
ソース・キュー (出力リンク) の場合、コネクターは、コネクターがトランザクショ
ンをロールバックする際に、エラー・キューを使用して、メッセージがソース・キ
ューに残らないようにします。ターゲット・キュー (入力リンク) の場合、コネクタ
ーは、ターゲット・キューに送信されないメッセージのバックアップ・ターゲッ
ト・キューとしてエラー・キューを使用できます。
出力リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、メッセージ読み取りモー
ドを削除 (トランザクション内) に設定した場合のみです。この値で、失敗したメ
ッセージが、コネクターによってロールバックされた後ソース・キューから削除さ
れることを指定します。失敗メッセージは、エラー・キューに移動されます。 メッ
セージ読み取りモードを削除に設定すると、メッセージはキューから自動的に削除
されます。ロールバックはできません。 メッセージ読み取りモードを保持に設定す
ると、メッセージは、ジョブの失敗後もソース・キューに残ります。
入力リンクのみの場合、失敗したメッセージを処理するのにリジェクト・リンクを
使用することもできます。
このプロパティーのデフォルト値は「いいえ」です。

存続時間
このプロパティーは、メッセージの存続時間を定義する値を指定する場合に使用し
ます。
メッセージの存続時間は、メッセージが 1 つのアプリケーションによって送信され
る時間と別のアプリケーションがそのメッセージを読み取る時間の間に有効期限が
切れる、10 分の 1 秒単位の時間数です。この時間数が存続時間を上回ると、メッ
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セージの有効期限が切れ、キュー・マネージャーによって廃棄されます。しかし、
別のアプリケーションがその読み取りを試みると、メッセージはキュー・マネージ
ャーにより廃棄されません。
入力および要求リンクの場合は、-1 から 999999999 の範囲に含まれる整数である
値を 1 つのみ指定します。 -1 の値は、無限の秒数を指定します。すなわち、メッ
セージは有効期限が切れないことを意味します。デフォルト値は -1 です。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でカスタム値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
このプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォ
ルト値はありません。この値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージの
フィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.EXPIRY です。

フィードバック
このグループのプロパティーは、ターゲット・メッセージ (入力リンクおよび要求
リンク) またはソース・メッセージ (出力リンク) の許容フィードバックおよび理由
コードを指定する場合に使用します。
ソース・メッセージ (出力リンク) の場合は、フィルタリング用に複数の値を指定で
きます。システム・フィードバック・コードとカスタム・フィードバック・コード
を組み合わせて含めることができます。
ターゲット・メッセージ (入力リンクおよび要求リンク) の場合、指定できる値は、
システムかカスタムの 1 つのみです。この値は、次にメッセージ・ヘッダーに設定
されます。
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入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.FEEDBACK です。

メッセージのフィルタリング
このグループのプロパティーは、ソース・メッセージ (出力リンク) のフィルター基
準を指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」です。

フォーマット
このグループのプロパティーは、メッセージの形式を指定する場合に使用します。
ソース・メッセージ (出力リンク) の場合は、フィルタリング用に複数の値を指定で
きます。システム形式とカスタム形式を任意に組み合わせて含めることができま
す。
ターゲット・メッセージ (入力リンクおよび要求リンク) の場合、指定できる値は、
システムかカスタムの 1 つのみです。この値は、次にメッセージ・ヘッダーに設定
されます。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
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保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.FORMAT です。

登録解除の全般オプション
このプロパティーは、ブローカーが、ジョブの完了時に指定されたトピックから、
入力リンクのパブリッシャーを登録解除するか、あるいは出力リンクのサブスクラ
イバーを登録解除するかを指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、登録解除をはいに設定した場合のみです。
プロパティーをクリックしてから、チェック・ボックスを選択して、このリストか
ら複数の値を選択できます。終了する際は、このプロパティーの外側をクリックし
ます。デフォルト値はありません。
次の値を使用できます。
相関 ID を ID として使用
入力リンクの場合、相関 ID がパブリッシャーの ID の一部であると、この
パブリッシャーに対してトピックが登録解除されます。出力リンクの場合、
相関 ID プロパティーがサブスクライバーの一部として指定されていると、
このサブスクライバーに対してトピックが登録解除されます。
すべてを登録解除
入力リンクの場合は、このパブリッシャーに対して登録されたすべてのトピ
ックが登録解除されます。出力リンクの場合は、このサブスクライバーに対
して登録されたすべてのトピックが登録解除されます。
LeaveOnly
出力リンクのみの場合、ブローカーはサブスクリプションに関連する ID セ
ットを削除します。 ID セットは、登録グループの ID オプション・プロパ
ティーで指定されます。しかし、サブスクリプションは、この処理の結果そ
の ID セットが空になっても削除されません。
可変ユーザー ID
出力リンクのみの場合、ブローカーは、現行ユーザーのユーザー ID を使用
して、登録解除されるサブスクリプションを識別しません。この値は、別の
ユーザーが登録したサブスクリプションを登録解除する場合に選択する必要
があります。この同じ可変ユーザー ID 値を、登録グループの全般オプショ
ン・プロパティーで指定することも必要です。
注: サブスクリプション名プロパティーに値を指定すると、可変ユーザー
ID 値はそのサブスクリプション名 値によってオーバーライドされます。
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登録用の全般オプション
このプロパティーは、ブローカーに対してパブリッシャー (入力リンクの場合) また
はサブスクライバー (出力リンクの場合) を識別する方法を指定する場合に使用しま
す。
プロパティーをクリックしてから、チェック・ボックスを選択して、このリストか
ら複数の値を選択できます。終了する際は、このプロパティーの外側をクリックし
ます。デフォルト値はありません。
次の値を使用できます。
相関 ID を ID として使用
入力リンクの場合、登録グループの相関 ID プロパティーで指定された相関
ID は、パブリッシャーの ID の一部です。相関 ID は、複数のパブリッシ
ャーが同じキューにアクセスするときは各パブリッシャーが一意的に識別さ
れるため、特に重要です。
出力リンクの場合、相関 ID プロパティーで指定された相関 ID は、サブス
クライバーの ID の一部です。
匿名

入力リンクの場合、匿名は、パブリッシャーの ID が権限の多いこれらのサ
ブスクライバー以外には明かされないことをブローカーに示します。
出力リンクの場合、匿名は、サブスクライバーの ID が権限の多いこれらの
パブリッシャー以外には明かされないことをブローカーに示します。
注: 出力リンクの場合、この値は、サービス・タイプを MQRFH に設定しな
い限り無視されます。

ローカル
入力リンクの場合、ローカルは、ブローカーに対して、このパブリッシャー
のパブリケーションが、この同じブローカーのローカルとして登録されたサ
ブスクライバーのみに送信されることを指定します。サブスクライバーも、
パブリッシュされたトピックに登録する必要があります。
出力リンクの場合、ローカルは、ブローカーに対して、このサブスクリプシ
ョンがローカルであることを明らかにします。このサブスクライバーに配布
されるのは、このブローカーおよびこのサブスクリプションに関して作成さ
れたパブリケーションに限られます。
新規パブリケーションのみ
出力リンクの場合、サブスクライバーに送信されるのは、サブスクライバー
の登録後にパブリッシュされた新規パブリケーションの場合のみです。保存
されているパブリケーションは、サブスクライバーが登録したトピックに関
してパブリッシュされた場合でも、サブスクライバーに送信されません。
重複 OK
出力リンクの場合、重複 OK は、サブスクライバーに同じパブリケーショ
ンを複数回送信できることをブローカーに対して示します。その結果とし
て、ブローカーは重複パブリケーションを確認する必要はなく、したがって
パフォーマンスが改善される可能性があります。
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グループ ID
このプロパティーは、メッセージのグループ ID を指定する場合に使用します。グ
ループ ID により、指定されたグループに属するメッセージを定義します。
入力リンクおよび要求リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、ヘッダ
ー・バージョンを 2 に設定した場合のみです。出力リンクの場合、このプロパティ
ーは常に使用可能です。
値プロパティーに値を指定する場合は、メッセージ・フラグ・プロパティーおよび
メッセージ・シーケンス番号プロパティーに正しい値を指定することも必要です。
これで、キュー・マネージャーは、これがグループ・メッセージであることを認識
します。このプロパティーが正しく指定されない場合、グループ ID プロパティー
値は、ソース・メッセージで無視されます。

ヘッダー・バージョン
このプロパティーは、ソース・メッセージのヘッダー構造の WebSphere MQ アプリ
ケーション・バージョン番号を指定する場合に使用します。
デフォルト値は 2 です。
次の値を使用できます。
1

このバージョンはすべての環境でサポートされます。

2

このバージョンは、AIX®、Solaris、Linux、および Windows を含む、特定
の環境でサポートされます。キュー・マネージャーは、アプリケーションの
メッセージ・データの先頭に表示されるすべてのヘッダー構造に関して追加
の確認を行います。

アカウンティング・トークンの 16 進数
このプロパティーは、値プロパティーの値が、16 進数字のペアの配列として処理さ
れるか、あるいはテキストとして処理されるかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」で、値がテキストとして処理されることを指定します。

代替セキュリティー ID の 16 進数
このプロパティーは、値プロパティーの値が、16 進数字のペアの配列として処理さ
れるか、あるいはテキストとして処理されるかを指定する場合に使用します。
このプロパティーははいに設定して、値プロパティーで 40 バイトのセキュリティ
ー ID を入力できるようにします。
デフォルト値ははいで、値が 16 進数字のペアの配列として処理されることを指定
します。

相関 ID の 16 進数
このプロパティーは、値プロパティーの値が、16 進数字のペアの配列として処理さ
れるか、あるいはテキストとして処理されるかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」で、値がテキストとして処理されることを指定します。
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グループ ID の 16 進数
このプロパティーは、値プロパティーの値が、16 進数字のペアの配列として処理さ
れるか、あるいはテキストとして処理されるかを指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、ヘッダー・バージョンを 2 に設定した場合の
みです。
デフォルト値は「いいえ」で、値がテキストとして処理されることを指定します。

メッセージ ID の 16 進数
このプロパティーは、値プロパティーの値が、16 進数字のペアの配列として処理さ
れるか、あるいはテキストとして処理されるかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」で、値がテキストとして処理されることを指定します。

ID オプション
このプロパティーは、このサブスクライバーの ID 登録オプションを指定する場合
に使用します。
サブスクリプションを必要とする各アプリケーションは ID によって表されます。
ブローカーは、サブスクリプションごとに一連のサブスクライバー ID を保持しま
す。
ID 値の指定がない場合は、ID セットが存在する可能性があっても登録が続行され
ます。
このリストから 1 つ以上の値を選択できます。デフォルト値はありません。
次の値を使用できます。
名前を追加
このサブスクライバー名が欠落している場合は、サブスクリプションに追加
されます。この名前でサブスクリプションが既に存在するか、異なる名前の
一致するサブスクリプションが存在すると、登録は失敗します。
変更しない
既存の一致するサブスクリプション属性は、サブスクリプションの作成時に
変更されません。しかし、既存のサブスクリプションの ID に一致する後続
のサブスクリプションの場合は、オリジナル・サブスクリプションの変更可
能な属性が上書きされます。
共有結合か排他的結合のいずれかが、サブスクリプション ID 値とともに
ID オプション値として指定されると、その ID オプション値は無視されま
す。 共有結合値または排他的結合値により、「変更しない」の選択の有無
に関係なく、ブローカーがサブスクリプション ID 値をサブスクリプション
の現行の ID セットに追加することを指定します。
共有結合
ID が、サブスクリプションの ID セットに追加されます。以下の文は、す
べて該当していなければなりません。
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v このサブスクリプションの ID セットの現行メンバーは、新規メンバーと
一致しません。
v サブスクリプションは排他的にロックされない。
ID に既にサブスクリプションの共有項目がある場合、コマンドは成功しま
す。しかし、コマンドは、警告を結合して返します。サブスクリプションが
排他的にロックされている場合は、ロックされたサブスクリプションに関す
るエントリーに前から存在する共有の ID がない限り、サブスクリプショ
ン・ロック・メッセージが返されます。両方のエントリーの ID が同じ場
合、ロックは自動的に変更されて、共有ロックになります。
サブスクリプションに含まれるユーザー ID が ID 内のユーザー ID と異な
る場合は、オリジナル・サブスクリプションに可変ユーザー ID が設定され
ていない限り、その登録は失敗します。この値が設定されると、コマンド・
メッセージのユーザー ID がチェックされて、この ID にストリーム・キュ
ーを参照し、サブスクライバーのキューに書き込む権限があるかどうかを判
別します。この ID に十分な権限がない場合、登録は再度失敗します。
排他的結合
この ID は、サブスクリプションの ID セットの排他的メンバーとして追加
されます。このセットに追加できる ID は、ほかにありません。
サブスクリプションが排他的にロックされると、排他ロックの ID がこの
ID でない場合、登録は失敗します。これが同じ ID ならば、サブスクリプ
ションは、既に結合された警告を伴って成功します。
この ID が共有結合の値と結合し、この ID がこの ID セットの唯一のエン
トリーである場合、このセットはこの ID が保留する排他ロックに変更され
ます。それ以外で、現在サブスクリプションに、共有アクセス権を持つ ID
セットのその他の ID がある場合、登録は失敗します。
アプリケーションが、現在登録済みのユーザー ID とは異なるユーザー ID
の ID を使用して登録を試みると、オリジナル・サブスクリプションに可変
ユーザー ID が設定されていない限り、登録は失敗します。さらに、それが
設定されている場合は、ストリーム・キューを参照し、サブスクライバーの
キューに書き込む十分な権限があります。
可変ユーザー ID
サブスクライバー ID は、単一のユーザー ID に限定されません。すべての
ユーザーが、十分な権限があれば、サブスクリプションを変更または登録解
除できます。
この値を既存サブスクリプションに追加するには、コマンドのオリジナル・
サブスクリプションとしての発生源は同じユーザー ID でなければなりませ
ん。
この値がこの値を選択した既存のサブスクリプションを参照した場合、サブ
スクリプションが成功するのは、新規サブスクリプションのユーザー ID
に、ストリーム・キューの参照と、変更されたサブスクリプションのサブス
クライバー・キューへの書き込みの両方の権限がある場合に限られます。正
常終了後、このサブスクライバーのそれ以降のパブリケーションは、新規ユ
ーザー ID を使用してサブスクライバーのキューに書き込まれます。
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このサブスクリプションでこの値が有効にならずに、オリジナル・サブスク
リプションで有効になる場合、この値はこのサブスクリプションから削除さ
れ、このサブスクリプションのユーザー ID はここで修正されます。これが
実装された後は、同じ ID を持つサブスクライバーが既に存在しますが、サ
ブスクリプションに関連する別のユーザー ID では、登録は失敗します。

キー列
このプロパティーを使用して、ソート・キーとして使用する列の名前を指定しま
す。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「キー列」フィールドを使用して、ソート・キー
として使用するフィールドを指定します。

すべて一致
このプロパティーは、レポート値またはメッセージ・フラグに基づくフィルタリン
グの処理方法を決める場合に使用します。
すべて一致をはいに設定する場合は、ソース・メッセージにすべての指定値が含ま
れている必要があります。 すべて一致を「いいえ」に設定する場合は、ソース・メ
ッセージに任意の指定値を含めることができます。デフォルト値は「いいえ」で
す。

メッセージ・コンテンツ記述子
このプロパティーは、コネクターに、パブリケーション・メッセージのメッセー
ジ・コンテンツ記述子のサービス・フォルダー (<mcd>) が含まれるかどうかを指定
する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、サービス・タイプを MQRFH2 に設定した場合
のみです。
メッセージ・コンテンツ記述子のサービス・フォルダーは、MQRFH2 形式ヘッダー
のパブリケーション・メッセージ・ヘッダーおよびその他のデータのフィールドに
加えて、パブリケーション・メッセージ構造に関する情報を備えています。
デフォルト値は「いいえ」です。

メッセージ変換
このグループのプロパティーは、コネクターが、キュー・マネージャーがメッセー
ジ変換を実行することを要求するかどうかを指定する場合に使用します。
要求は、ソース・メッセージ内の数値および文字データに関しての変換です。
メッセージ変換をはいに設定する場合は、このグループのサブプロパティーを指定
する必要があります。
デフォルト値は「いいえ」です。
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メッセージ・フラグ
入力リンクの場合、このプロパティーは、このターゲット・メッセージに関連付け
られるフラグを指定します。出力リンクの場合、このグループのプロパティーは、
このソース・メッセージに関連付けられるフラグを指定する場合に使用します。
ソース・メッセージ (出力リンク) の場合は、値サブプロパティーを使用して、フィ
ルタリング用のメッセージ・フラグを指定します。
入力リンクのみの場合、このプロパティーが使用可能なのは、ヘッダー・バージョ
ンを 2 に設定した場合のみです。
デフォルト値はありません。出力リンクでこの値がブランクの場合、このプロパテ
ィーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
注: セグメント化メッセージを「はい」に設定すると、コネクターは、生成された
メッセージ・セグメントにオフセット値を自動的に設定します。以下の値のいずれ
を選択しても、無視されます。ターゲット・メッセージでは、グループ・メッセー
ジのその他の値が使用されます。
v セグメンテーション許可
v セグメント
v 最後のセグメント
ターゲット・メッセージ (入力リンクおよび要求リンク) の場合は、複数の値を指定
できます。この後、これらの値はメッセージ・ヘッダーに設定されます。
入力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用できます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.MSGFLAGS です。

メッセージ ID
このグループのプロパティーは、メッセージのメッセージ ID を指定する場合に使
用します。
出力リンクのみの場合は、アスタリスク (*) をワイルドカード文字として使用して
この値を定義できます。 16 進数を「いいえ」に設定することも必要です。
ターゲット・メッセージ (入力リンク) の値プロパティーに値を指定しない場合は、
キュー・マネージャーがメッセージに固有値を割り当てます。
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メッセージ・オプション
このグループのプロパティーは、メッセージの順序、構造、およびアクセス・モー
ドを定義するかどうかを指定する場合に使用します。
コネクターと一緒に使用されるのが入力リンクか出力リンクかによって、別のサブ
プロパティーが表示されます。デフォルト値は「いいえ」です。

メッセージの順序と組み立て
このプロパティーは、セグメント、論理メッセージ、およびメッセージのグループ
がソース・メッセージ・キューからリトリーブされる方法を指定する場合に使用し
ます。
メッセージの順序および組み立てオプションを定義するときは、以下のガイドライ
ンに注意してください。
v グループは 1 つ以上の論理メッセージから構成できる。
v 論理メッセージはグループに属せる。しかし、論理メッセージはグループに属す
必要はありません。
v 論理メッセージはセグメント化できる。セグメントはキュー上では物理メッセー
ジです。
v 論理メッセージはセグメント化されない場合がある。メッセージ全体は、キュー
では 1 つの物理メッセージです。

有効値
デフォルト値は個別 (順番に処理) です。
次の値を使用できます。
個別 (順番なし)
キューの各物理メッセージは、セグメントか論理メッセージかに関係なく、
単一のメッセージ単位として処理され、そのようにリトリーブされます。
個別 (順番に処理)
キューの各物理メッセージは、セグメントか論理メッセージかに関係なく、
単一のメッセージ単位として処理され、そのように戻されます。すべてのメ
ッセージ・セグメントおよび非セグメント化論理メッセージは、その論理順
序で戻されます。オフセット値によってメッセージ・セグメントの順序が決
まり、メッセージ・シーケンス番号によって論理メッセージの順序が決まり
ます。
論理メッセージを組み立てる
注: コネクターは、応答メッセージを要求の一部としてリトリーブする際、
常にこれらのメッセージを以下の説明に従って処理します。
メッセージ・セグメントは、個々のメッセージとして戻されることはありま
せん。戻されるのは、コンプリート論理メッセージのみです。論理メッセー
ジがセグメント化されている場合、キュー・マネージャーは、メッセージを
コネクターに引き渡す前にまずメッセージを再組み立てします。次にコネク
ターは、メッセージを単一のデータ単位として戻します。戻されるメッセー
ジの論理順序は、以下のとおりです。組み立てられた論理メッセージが戻さ

64

接続ガイド: IBM WebSphere MQ アプリケーション編

れるのは、他のすべての論理メッセージが、低い方のシーケンス番号の同じ
グループから既に戻された後のみです。
グループを組み立てる
メッセージのグループに属するメッセージは、コネクターから個別に戻され
ることはありません。グループに属さないメッセージまたは論理メッセージ
のコンプリート・グループのみが戻されます。グループに属するメッセージ
は、コネクターによって連結され、単一レコードとして戻されます。

メッセージ埋め込み
このプロパティーは、メッセージ・ペイロード列に埋め込み文字を追加するかどう
かを指定する場合に使用します。メッセージ・ペイロード列は、メッセージ本体か
らすべての形式ヘッダーを除いたものです。
メッセージ埋め込みをはいに設定すると、メッセージ・ペイロードで以下の埋め込
みが実装されます。
v メッセージ・ペイロードにテキスト・データが含まれている場合は、正しい文字
セットを使用して、メッセージの列にスペース文字が埋め込まれます。
v メッセージ・ペイロードにバイナリー文字が含まれている場合は、このメッセー
ジの列に NULL バイトが埋め込まれます。
v 要求/応答シナリオにおいて、埋め込みは、応答メッセージ・ペイロードに適用さ
れます。
デフォルト値は「いいえ」です。

メッセージ数
このプロパティーは、入力キューからリトリーブするメッセージ数 (行ではなく) を
指定する場合に使用します。
メッセージ数は、キュー・メッセージの数であって、レコード数ではありません。
メッセージをグループに組み立てる必要がある場合、各グループはこの合計の 1 つ
の計測単位と同等です。デフォルト値は -1 です。 -1 から 999999999 の範囲に含
まれる整数を指定できます。 -1 の値はメッセージの無限数を指定し、0 の値はメ
ッセージなしを指定します。

メッセージ読み取りモード
このプロパティーは、メッセージが現行トランザクションで読み取られる方法を指
定する場合に使用します。
デフォルト値は削除 (トランザクション内) です。
次の値を使用できます。
保持

メッセージはキューに残ります。メッセージは、現行トランザクション外の
参照モードで読み取られます。ジョブで発生する内容に関係なく、メッセー
ジは常にキュー上に残ります。
コネクターがパラレル・ジョブの一部で、このジョブを複数のノード上で実
行するように構成している場合、ステージの各インスタンスはメッセージを
個別に参照するため、この値を設定すると重複したメッセージが生成されま
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す。このシナリオを回避するには、「高度」タブの「実行モード」を
「Sequential」に設定して、このステージを単一ノードで実行するように構
成します。
削除

メッセージは、現行トランザクション外で読み取られ、その後削除されま
す。ジョブで発生する内容に関係なく、メッセージは常にキューから削除さ
れます。

削除 (トランザクション内)
メッセージは、現行トランザクション内のキューから読み取られます。トラ
ンザクションがコミットされると、メッセージはキューから削除されます。
トランザクションがロールバックされると、メッセージはキューに残りま
す。
作業キューへ移動
メッセージは、ローカル・トランザクション内のソース・キューから読み取
られ、同じローカル・トランザクション内の作業キューに移動されます。

メッセージ・シーケンス番号
このプロパティーは、メッセージ・グループ内の論理メッセージのシーケンス番号
を指定する場合に使用します。
メッセージ・グループ内の各論理メッセージは、最初のメッセージに対する 1 から
始まる番号が割り当てられます。この番号は、このグループの新規論理メッセージ
ごとに 1 つの率で増加します。グループの一部でないすべての物理メッセージに、
1 のシーケンス番号が割り当てられます。
入力リンクおよび要求リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、ヘッダ
ー・バージョンを 2 に設定した場合のみです。
入力リンクおよび要求リンクの場合、デフォルト値は 1 です。 1 から 999999999
の範囲に含まれる単一の整数を入力できます。
出力リンクの場合、デフォルト値はありません。この値がブランクの場合、このプ
ロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。メッセージをフィル
ターに掛けるときは、このプロパティーに複数の値を入力できます。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でこのプロパティーの値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
各整数は 1 から 999999999 の範囲に含まれている必要があります。このプロパテ
ィーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォルト値はあり
ません。出力リンクでこの値がブランクの場合は、ソース・メッセージのデフォル
ト値が使用されます。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
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理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.MSGSEQNUMBER です。

パブリケーション設定値のメッセージ・シーケンス番号
このプロパティーは、パブリッシュされたメッセージのメッセージ・シーケンス番
号を更新するかどうかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」です。「はい」を選択する場合は、その値を「開始値」
プロパティーで指定する必要があります。

メッセージ・サービス・ドメイン
パブリケーション・メッセージのサービス・ドメインを選択します。
このプロパティーが使用可能なのは、メッセージ・コンテンツ記述子をはいに設定
した場合のみです。
この値は、<mcd> メッセージ・コンテンツ記述子サービスのフォルダー・エレメン
トの <Msd> エレメントの値に対応します。このエレメントで、メッセージ・ブロ
ーカーに認識されるサービス・ドメインを定義します。
以下のいずれかの値を選択します。
mrm

メッセージは、Message Repository Manager によって管理されます。

xml

メッセージは自己記述型 XML メッセージです。

xmlns

メッセージは、ネームスペース付き自己記述型 XML メッセージです。

idoc

メッセージは SAP IDoc メッセージです。

none

パブリケーション・ペイロードは、raw バイトのデータとして処理されま
す。ペイロードは、この形式で送達されます。

デフォルト値は mrm です。

メッセージ・セット
このプロパティーは、パブリケーション・メッセージのメッセージ・セットの名前
を指定する場合に使用します。
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このプロパティーが使用可能なのは、メッセージ・サービス・ドメイン・プロパテ
ィーを mrm または idoc に設定した場合のみです。
このプロパティーは、<mcd> メッセージ・コンテンツ記述子サービス・フォルダー
の <Set> エレメントの値を表します。メッセージ・ブローカーのメッセージ・セッ
トを定義する必要があります。
有効値は最大 128 文字です。デフォルト値はありません。

メッセージ切り捨て
このプロパティーは、ソース・メッセージ・ペイロードの列サイズがそのペイロー
ドより大きいメッセージで切り捨てを行うかどうかを指定する場合に使用します。
切り捨てが適用されるのは、メッセージ・ペイロード列のみです。その他の列は、
スキーマのデータ・エレメントで表されます。これらのその他の非ペイロード列
は、正しいタイプおよびサイズでなければなりません。そうでない場合は、コネク
ターがスキーマにエラーが含まれているか判別します。
メッセージ切り捨てを「はい」に設定すると、メッセージ・ペイロードは、テキス
トの場合は文字、バイナリーの場合はバイトの、要求された列サイズに切り捨てら
れます。
メッセージ切り捨てを「いいえ」に設定し、受信されたメッセージのメッセージ・
ペイロードがスキーマのペイロード列より大きい場合、コネクターは、このメッセ
ージに、メッセージ・ペイロード全体の転送に必要な数のレコードを作成します。
要求/応答シナリオにおいて、切り捨ては、応答メッセージ・ペイロードに適用され
ます。
デフォルト値は「はい」です。

メッセージ・タイプ
このグループのプロパティーは、ソース・メッセージ (出力リンク) をフィルターに
掛けるメッセージ・タイプを定義する場合に使用します。あるいは、ターゲット・
メッセージ (入力リンク) に設定するメッセージ・タイプを選択します。
ソース・メッセージ (出力リンク) の場合は、フィルタリング用に複数の値を指定で
きます。システム・メッセージ・タイプとカスタム・メッセージ・タイプを組み合
わせて含めることができます。
ターゲット・メッセージ (入力リンク) の場合は、システムかカスタムのいずれかの
みの値を指定できます。この値は、次にメッセージ・ヘッダーに設定されます。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
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v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.MSGTYPE です。

メッセージ・コンテンツ記述子のメッセージ・タイプ
このプロパティーは、パブリケーション・メッセージのメッセージ・タイプの名前
を指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、メッセージ・サービス・ドメインを mrm また
は idoc に設定した場合のみです。
このプロパティーは、メッセージ・コンテンツ記述子サービス・フォルダーの
<mcd> エレメントの <Type> エレメントの値に対応します。この値は、メッセー
ジ・セット・プロパティーで指定されたメッセージ・セットでの定義を必要とする
メッセージ・タイプを表します。
有効値は最大 128 文字です。デフォルト値はありません。

メッセージ書き込みモード
このプロパティーは、現行トランザクションでメッセージを書き込む方法を指定す
る場合に使用します。
次の値を使用できます。
作成

メッセージは、現行トランザクション外のターゲット・キューで作成されま
す。ジョブで発生する内容に関係なく、メッセージは常にターゲット・キュ
ー上に残ります。

作成 (トランザクション内)
メッセージは、現行トランザクション内のターゲット・キューで作成されま
す。トランザクションがコミットされると、メッセージはターゲット・キュ
ーに残ります。トランザクションがロールバックされると、メッセージはタ
ーゲット・キューに残りません。
内容がある場合に作成
メッセージがターゲット・キューで作成されるのは、その内容がヘッダーを
除いて空の場合に限られます。作成は、現行トランザクションの外で発生し
ます。メッセージの内容が空でない場合は、後続のジョブ処理に関係なく、
メッセージはターゲット・キューに残ります。
内容がある場合に作成 (トランザクション内)
メッセージがターゲット・キューで作成されるのは、その内容がヘッダーを
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除いて空の場合に限られます。作成は、現行トランザクション内で発生しま
す。トランザクションがコミットされると、メッセージはターゲット・キュ
ーに残ります。トランザクションがロールバックされると、メッセージはタ
ーゲット・キューに残りません。
デフォルト値は作成 (トランザクション内) です。

モード
このプロパティーは、コネクターがサーバーまたはクライアント・アプリケーショ
ンとして機能するかどうかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は サーバー です。
このプロパティーは、接続セクションの最初のプロパティーです。このプロパティ
ーに選択した値によって、このタブでサーバー固有またはクライアント固有のプロ
パティーが表示されるかどうかが決まります。

NULL 順序
このプロパティーを使用して、ソート順序で NULL 値を置く位置を指定します。
コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「NULL 順序」フィールドを使用して、非 NULL
値に対して NULL 値を置く位置を指定します。選択項目は、「前」と「後」です。

オフセット
このプロパティーは、セグメントが属する論理メッセージの開始に相対する物理メ
ッセージ・セグメントの、バイト単位の位置を指定する場合に使用します。
このプロパティーは、論理メッセージのセグメントである物理メッセージに適用さ
れます。論理メッセージのセグメントではない物理メッセージの場合、この値は常
に 0 に設定されます。
論理グループの一部であるレポート・メッセージの場合、オリジナルの長さプロパ
ティーによってもオフセットは決定されます。

入力および要求リンク
このプロパティーが使用可能なのは、ヘッダー・バージョンを 2 に設定した場合の
みです。
入力リンクおよび要求リンクの場合、このプロパティーがターゲット・メッセージ
のオフセット値です。デフォルト値は 0 です。有効値は 0 から 999999999 の範囲
に含まれる整数です。
セグメント化メッセージを「はい」に設定すると、コネクターは、生成されたメッ
セージ・セグメントにオフセット値を自動的に設定します。このプロパティーに入
力するすべての値は無視されます。
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出力リンク
出力リンクの場合、単一の整数または値の範囲を入力できます。デフォルト値はあ
りません。出力リンクに値を入力しない場合、このプロパティーはメッセージのフ
ィルタリングに使用されません。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でこのプロパティーの値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
各値は 0 から 999999999 の範囲に含まれている必要があります。結合した値の合
計長は 256 文字を超えてはなりません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.OFFSET です。

オリジナルの長さ
出力リンクのみの場合、このプロパティーは、レポート・メッセージが関連するメ
ッセージ・セグメントの長さを指定する場合に使用します。このプロパティーは、
論理メッセージ全体の長さでもなければ、レポート・メッセージ自体のデータの長
さでもありません。したがって、レポート・メッセージは論理メッセージの別のセ
グメントになります。
このプロパティーは、セグメントであるレポート・メッセージのみに適用可能で
す。この長さの測定方法は、オフセット・プロパティーとは異なります。
このプロパティーの値は、デザイン時にこのジョブのすべてのメッセージをフィル
ターに掛ける場合に使用されます。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でカスタム値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
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v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
このプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォ
ルト値はありません。この値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージの
フィルタリングに使用されません。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.ORIGINALLENGTH です。

その他のキュー設定
このグループのプロパティーは、アクセスされるキューの追加の設定値を指定する
かどうかを指定する場合に使用します。
その他のキュー設定を「はい」に設定すると、このコネクターと一緒に使用するリ
ンク、およびナビゲーターで選択したリンクのタイプによって、このグループのさ
まざまなサブプロパティーが分かります。
入力リンクの場合、これらのプロパティーは、メッセージの送信先である出力キュ
ーまたは名前リスト用です。
出力リンクの場合、これらのプロパティーは、メッセージの受信元である入力キュ
ー用です。
要求の場合、これらのプロパティーは、要求メッセージの送信先である要求キュー
用です。
デフォルト値は「いいえ」です。

パスワード
このプロパティーは、ユーザー名プロパティーで入力された値によって指定された
ユーザーのパスワードを指定する場合に使用します。コネクターは、キュー・マネ
ージャーへの接続前に、ローカル・コンピューターでこのユーザーの偽名を使用し
ます (Windows のみ)。
有効な値は、最大 256 文字です。

ペイロード・サイズ
出力リンクのみの場合、このプロパティーは、ソース・メッセージの許容ペイロー
ド・サイズおよびペイロード・サイズの範囲を指定する場合に使用します。
メッセージ・ペイロードは、メッセージ・ヘッダーの後の、かつメッセージ・ヘッ
ダーを含まないメッセージの部分です。この値で、そのペイロードのサイズを指定
します。列がテキスト・メッセージ・ペイロード列の場合、ペイロード・サイズは
文字単位で測定されます。列がバイナリー・メッセージのペイロード列の場合、ペ
イロード・サイズはバイト単位で測定されます。
形式ヘッダー・データ・エレメント (WSMQ.FORMATHEADERS) がスキーマにあ
って、形式ヘッダーがメッセージにある場合、形式ヘッダーはペイロード・サイズ
の一部としてカウントされません。そうでない場合、形式ヘッダーはペイロード・
サイズの合計に含まれます。
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出力リンクの場合は、さまざまな方法でカスタム値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
このプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりません。デフォ
ルト値はありません。この値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージの
フィルタリングに使用されません。

周期
このプロパティーは、キュー・カーソルの位置をそのキューの先頭で変更する前
に、メッセージを入力キューから読み取る秒数を指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、更新をはいに設定した場合のみです。
デフォルト値は -1 で、これは、キューの終わりに到達したときにカーソルが位置
変更されるよう指定します。
優先度の高いメッセージのモニター精度を上げる場合は、この値に 0 を指定しま
す。この値は、新規メッセージが読み取られるたびに、カーソルが位置変更される
よう指定します。
-1 から 999999999 の範囲に含まれる整数を指定できます。

永続性
このプロパティーは、キュー・マネージャーの再開後、メッセージが存続するかど
うかを指定する場合に使用します。再開は、システム障害のため、あるいはキュ
ー・マネージャーが手動で再開されたために起こることがあります。
永続および非永続メッセージが同じキュー上に置かれる可能性があります。
入力リンクおよび要求リンクの場合は、リストから 1 つの値を選択します。この値
は、次にメッセージ・ヘッダーに設定されます。デフォルト値はキュー定義と同じ
です。
出力リンクの場合は、プロパティー内でクリックしてから該当するチェック・ボッ
クスを選択して、1 つ以上の値を選択します。終了する際は、このプロパティーの
外側をクリックします。デフォルト値はありません。出力リンクでこの値がブラン
クの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
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保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.PERSISTENCE です。

永続性オプション
このプロパティーは、サブスクライバーの永続性登録値を指定する場合に使用しま
す。
このプロパティーが使用可能なのは、登録をはいに設定した場合のみです。
次の値を使用できます。
非永続 ブローカーが受信するパブリケーション・メッセージの永続性設定値に関係
なく、ブローカーからサブスクライバーに送信されるパブリケーションは、
非永続メッセージとして送信されます。
永続

ブローカーが受信するパブリケーション・メッセージの永続性設定値に関係
なく、ブローカーからサブスクライバーに送信されるパブリケーションは、
永続メッセージとして送信されます。

パブリッシュ時と同じ永続性
ブローカーからサブスクライバーに送信されるパブリケーションは、オリジ
ナル・パブリケーションの永続性付きで送信されます。
キューと同じ永続性
ブローカーからサブスクライバーに送信されるパブリケーションは、サブス
クライバー・キューで指定された永続性付きで送信されます。この永続性
は、ブローカーに対してローカルなサブスクライバー・キュー定義の
DEFPSIST 設定値から取得します。
デフォルト値は パブリッシュ時と同じ永続性です。

物理形式
このプロパティーは、パブリケーション・メッセージに使用される指定されたメッ
セージ・セットの Message Repository Manager (MRM) 物理形式の名前を指定する
場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、メッセージ・サービス・ドメインを mrm また
は idoc に設定した場合のみです。
このプロパティーは、<mcd> メッセージ・コンテンツ記述子サービス・フォルダー
の <Fmt> エレメントの値を表します。メッセージ・ブローカーのメッセージ・セッ
トを定義する必要があります。
有効値は最大 128 文字です。デフォルト値はありません。
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優先順位
このプロパティーは、キューの他のメッセージとの比較におけるメッセージの重要
度を指定する場合に使用します。
入力および要求リンクの場合、-1 から 999999999 の範囲に含まれる整数を指定し
ます。ここで、-1 の値はキューのデフォルト値が使用されることを指定します。デ
フォルト値は -1 です。
出力リンクの場合は、さまざまな方法でカスタム値を入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: a-b
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
出力リンクのこのプロパティーの結合した値の合計長は 256 文字を超えてはなりま
せん。デフォルト値はありません。この値がブランクの場合、このプロパティーは
メッセージのフィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.PRIORITY です。

パブリケーション・フォーマット
このグループのプロパティーは、パブリケーション・ペイロードの形式を指定する
場合に使用します。
ターゲット・メッセージ (入力リンクおよび要求リンク) の場合、指定できる値は、
システムかカスタムの 1 つのみです。この値は次に、使用する形式ヘッダーによっ
て、パブリケーション・メッセージの MQRFH または MQRFH2 形式ヘッダーで設
定されます。
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パブリケーション・オプション
このプロパティーは、メッセージをパブリッシュする際のパブリケーション・オプ
ションを指定する場合に使用します。
これらのオプションは、パブリッシャーではなく特にパブリケーション・メッセー
ジを参照します。
値をクリックしてから、チェック・ボックスを選択して、このリストの 1 つ以上の
値を選択します。終了する際は、このプロパティーの外側をクリックします。デフ
ォルト値はありません。
次の値を使用できます。
相関 ID を ID として使用
相関 ID は、パブリッシャー ID の一部です。
パブリケーションを保存
ブローカーは、パブリケーションのコピーを保持します。この値が選択され
ない場合、パブリケーションは、ブローカーがパブリケーションをその現行
サブスクライバーのすべてに送信すると同時に削除されます。
登録しない
パブリッシャーが、このストリームおよびトピックのパブリッシャーとして
ブローカーにまだ登録済みでない場合、ブローカーは暗黙の登録を実行でき
ません。パブリッシャーが既に登録済みであれば、この値はこのパブリケー
ションに影響しません。
サービス・モードを MQRFH2 に設定すると、この値は無視されます。

パブリケーション設定値
このグループのプロパティーは、パブリケーション・メッセージを準備する際に適
用するオプションを指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、パブリッシュ/サブスクライブをはいに設定し
た場合のみです。
コネクターはパブリッシャーとして機能するため、この機能は、入力リンクの場合
のみ使用可能です。

パブリッシュ/サブスクライブ
このグループのプロパティーは、コネクターが処理のパブリッシュ/サブスクライ
ブ・モードで使用されるかどうかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」です。
パブリッシュ/サブスクライブをはいに設定すると、コネクターは、パブリッシュ/サ
ブスクライブ・モードで実行します。入力リンクの場合、コネクターはパブリッシ
ャーとして働きます。出力リンクの場合、コネクターはサブスクライバーとして働
きます。パブリッシュ/サブスクライブ・モードは、要求および応答モードとは使用
できません。
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注: この機能を使用可能にするには、特定のソフトウェア要件を満たす必要があり
ます。

パブリッシュ/サブスクライブの前提条件
パブリッシュ/サブスクライブを WebSphere MQ コネクターと一緒に使用する場合
は、MQRFH か MQRFH2 のいずれのメッセージ・フォーマットを使用するかによ
って、特定のアプリケーション、SupportPacs またはフィックスパックをインストー
ルする必要があります。
SupportPac をインストールするときは、キュー・マネージャーをパブリッシュ/サブ
スクライブ・ブローカーとして定義できます。ブローカーが開始すると、キュー・
マネージャーに、必要なパブリッシュ/サブスクライブ・インフラストラクチャーが
確立されます。インフラストラクチャーには、ブローカーによるサブスクリプショ
ンおよびパブリケーション・メッセージの内部管理のためのさまざまなシステム・
キューが含まれています。

MQRFH メッセージ・フォーマットの要件
以下のバージョンのいずれかを組み合わせてインストールする必要があります。
v IBM WebSphere MQ、バージョン 5.3 と MA0C SupportPac で、8 未満のフィッ
クスパック付きか、フィックスパックなし
v IBM WebSphere MQ、バージョン 5.3 で MA0C SupportPac なし。ただし、フィ
ックスパック 8 以降付き
v IBM WebSphere MQ、バージョン 6.0

MQRFH2 メッセージ・フォーマットの要件
IBM WebSphere Message Broker 6.0 を使用する必要があります。

書き込みアプリケーション名
このプロパティーは、ターゲット・メッセージ (入力リンクの場合) またはソース・
メッセージ (出力リンクの場合) のアプリケーションの名前を指定する場合に使用し
ます。
アプリケーション名の形式は、書き込みアプリケーション・タイプ・プロパティー
で指定されたアプリケーションのタイプによって異なります。
入力リンクおよび要求リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテ
キスト・モードをすべて設定に設定した場合のみです。
入力リンクおよび要求リンクの場合、有効値は最大 28 文字です。
出力リンクの場合は、複数の値をスペースまたはコンマで区切って、合計の長さ
256 文字までを入力できます。このプロパティーでは、複数の値にフィルタリング
を行います。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。キュー・マネージャーは、メッセ
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ージを送信するアプリケーション・プロセスの名前に基づいて名前を構成します。
出力リンクでこの値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタ
リングに使用されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.PUTAPPLNAME です。

書き込みアプリケーション・タイプ
このグループのプロパティーは、ターゲット・メッセージ (入力リンクの場合) また
はソース・メッセージ (出力リンクの場合) の書き込みアプリケーションの値を指定
する場合に使用します。
入力リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテキスト・モードを
すべて設定に設定した場合のみです。
入力リンクの場合、指定できるのは、システム値プロパティーかカスタム値プロパ
ティーのいずれかの 1 つの値のみです。この値は、次にメッセージ・ヘッダーに設
定されます。
出力リンクの場合は、フィルタリング用に複数の値を指定できます。これらの値に
は、システム値プロパティーまたはカスタム値プロパティーの値を任意に組み合わ
せて含めることができます。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
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保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.PUTAPPLTYPE です。

書き込み日付
このプロパティーは、ターゲット・メッセージ (入力リンクの場合) またはソース・
メッセージ (出力リンクの場合) の書き込み日付を指定する場合に使用します。
タイム・ゾーン参照として YYYYMMDD 形式およびグリニッジ標準時 (GMT) を
使用します。
入力リンクのみの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテキスト・モー
ドをすべて設定に設定した場合のみです。

有効値
入力リンクの場合、YYYYMMDD 形式を使用して 8 文字の日付値を 1 つ入力でき
ます。デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ター
ゲット・メッセージのデフォルト値が使用されます。これは現在日付です。
出力リンクの場合は、特定の日付および日付の範囲を任意に組み合わせて、さまざ
まな方法で入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: YYYYMMDD-YYYYMMDD
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
このプロパティーの結合した値の合計長は 8 から 256 文字の範囲に含まれていな
ければなりません。各日付は、8 文字の YYYYMMDD 形式に従っている必要があ
ります。デフォルト値はありません。出力リンクでこの値がブランクの場合、この
プロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
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保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.PUTDATE です。

書き込み時刻
このプロパティーは、ターゲット・メッセージ (入力リンクの場合) またはソース・
メッセージ (出力リンクの場合) の書き込み時刻を指定する場合に使用します。
タイム・ゾーン参照として HHMMSSTH 形式およびグリニッジ標準時 (GMT) を使
用します。
入力リンクのみの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテキスト・モー
ドをすべて設定に設定した場合のみです。

有効値
入力リンクの場合、HHMMSSTH 形式を使用して 8 文字の時刻値を 1 つ入力でき
ます。デフォルト値はありません。この値がブランクの場合は、ターゲット・メッ
セージのデフォルト値が使用されます。これは現在日付です。
出力リンクの場合は、特定の時刻および時刻の範囲を任意に組み合わせて、さまざ
まな方法で入力できます。
v コンマ区切りまたはスペース区切りの整数のリスト
v 以下の形式の整数の範囲: HHMMSSTH-HHMMSSTH
v コンマ区切りまたはスペース区切りのリストと範囲の組み合わせ
このプロパティーの結合した値の合計長は 8 から 256 文字の範囲に含まれていな
ければなりません。各時刻値は、8 文字の HHMMSSTH 形式に従っている必要があ
ります。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
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出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.PUTTIME です。

クラスター・キューのキュー・マネージャー
このプロパティーは、メッセージが送信されるクラスター・キュー・マネージャー
名を選択する場合に使用します。
名前を選択せずに、クラスター・キューをはいに設定すると、キュー・マネージャ
ーはクラスターから動的に選択されます。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。有効値は最大 48 文字です。

接続のキュー・マネージャー
このプロパティーは、接続のためにアクセスするキュー・マネージャーの名前を選
択する場合に使用します。
モードをサーバーに設定し、この値をブランクのままにすると、デフォルトのキュ
ー・マネージャーが使用されます (存在する場合)。
モードをクライアントに設定し、それを選択せずに値を入力する場合、その値は、
クライアント・チャネルが定義されているキュー・マネージャー名に正確に一致し
ている必要があります。
コネクターがクライアント・モードのときに、このプロパティーを使用してキュ
ー・マネージャーを定義する代わりに、以下の方法で値を定義できます。
v クライアント・チャネル定義プロパティーを使用して、キュー・マネージャーに
接続を定義します。
v MQSERVER 環境変数、または MQCHLLIB と MQCHLTAB 環境変数の組み合
わせを使用して、クライアント接続定義を指定できます。
有効値は最大 48 文字です。

エラー・キューのキュー・マネージャー
このプロパティーは、エラー・キューをホストするキュー・マネージャーの名前を
選択する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、モードをクライアントに設定した場合のみで
す。
このプロパティーで名前を指定しない場合、コネクターは、現在接続されているキ
ュー・マネージャーにエラー・キューがあるものと想定します。デフォルト値はあ
りません。
有効値は最大 48 文字です。
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キュー名
このプロパティーは、メッセージの受信元 (出力リンクの場合)、メッセージの送信
先 (入力リンクの場合)、あるいは要求メッセージの送信先 (要求リンクの場合)
の、キューの名前を選択する場合に使用します。
パブリッシュ/サブスクライブ・モードでは、この値はサブスクライバー・キュー名
です。
注: キュー名のリストは、キュー・マネージャーがコマンド・サーバー・サービス
を実行している場合のみ表示できます。それ以外では、値を入力する必要がありま
す。

入力リンク
入力リンクの場合、この名前は、メッセージの送信先の宛先キューまたはキュー名
リスト用です。名前リストの場合は、リストからのキュー名が含まれる配布リスト
が、実行時に生成されます。パブリッシュ/サブスクライブ・モードでは、この値は
ストリーム・キューとして使用されます。
動的キューを「はい」に設定する場合、この名前は、動的キューの作成用テンプレ
ートとして使用するモデル・キュー用です。

出力リンク
出力リンクの場合、この名前は、メッセージの受信元のソース・キュー用です。パ
ブリッシュ/サブスクライブ・モードでは、この値はサブスクライバー・キューとし
て使用されます。

要求リンク
要求リンクの場合、この名前は、要求メッセージの送信先の要求キュー用です。応
答キューの名前は、要求メッセージ内に含まれています。
動的キューを「はい」に設定する場合、このプロパティー値は、動的キューの作成
用テンプレートとして使用するモデル・キューの名前を表します。

有効値
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、
WSMQ.QUEUENAME データ・エレメント列を使用して、入力データ内にキュー名
を指定する必要があります。そうでない場合、ジョブは失敗します。
有効値は最大 48 文字です。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
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v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.QUEUENAME です。

動的キューのキュー名
このプロパティーは、動的キューの名前または名前の部分を指定する場合に使用し
ます。

入力リンク
入力リンクの場合、この名前は、宛先動的キュー用です。 キュー名プロパティー
で、動的キューを作成するテンプレートとして働くモデル・キューの名前を指定し
ます。 キュー名プロパティーで指定されたキューがモデル・キューではなく正規の
キューの場合は、その正規のキューが開かれ、動的キュー・プロパティーのキュー
名サブプロパティーで指定された名前は無視されます。

要求リンク
要求メッセージの場合、この名前は、動的要求キューおよび動的応答キュー用で
す。要求キューが動的キューとして開かれるかどうかは、キュー名プロパティーの
名前によって異なります。この名前がモデル・キューを指す場合、要求キューは動
的キューとして開かれます。この名前が正規のキューを指す場合は、その正規のキ
ューが開かれます。
応答キューが動的キューとして開かれるかどうかは、応答先キュー・プロパティー
の名前によって異なります。この名前がモデル・キューを指す場合、応答キューは
動的キューとして開かれます。この名前が正規のキューを指す場合、応答キューに
はその正規のキューが使用されます。

有効値
アスタリスク (*) は、デフォルト値であり、このプロパティーのワイルドカードと
して処理されます。ワイルドカードを使用する場合は、以下の制限に従ってくださ
い。
v この値で使用できるアスタリスク (*) は 1 つのみです。
v アスタリスクは、名前の終わりに使用する必要があります。この位置は、名前の
48 文字の長さ制限の 33 番目の文字以内でなければなりません。
名前の定義には、いくつかの異なる方法があります。
v キュー・マネージャーが名前全体を生成できるようにします。
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デフォルトのアスタリスク (*) を値として残します。キュー・マネージャーは、
アスタリスクを 48 文字のキュー名に置き換えて、動的応答キュー名を作成しま
す。
v アスタリスク (*) ワイルドカードを語幹名と一緒に使用して、キュー・マネージ
ャーに名前の残りを生成させます。
語幹名を指定して、アスタリスクを最後の文字として使用します。前述のアスタ
リスクのルールに必ず従います。
v ユーザー自身の名前を入力します (最大 48 文字)。
キュー・マネージャーは、この名前を使用して動的キューを開きます。
有効値は最大 48 文字です。

動的応答キューのキュー名
このプロパティーは、動的応答キューの名前を指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、動的応答キューをはいに設定した場合のみで
す。
アスタリスク (*) は、デフォルト値であり、以下の制限付きでワイルドカードとし
て処理されます。
v この名前で使用できるアスタリスク (*) は 1 つのみです。
v アスタリスクを使用する場合は、名前の最後の文字として表示される必要があ
り、かつ使用可能な合計 48 文字のうち最大 33 文字を使用できます。
名前の定義には、いくつかの異なる方法があります。
v キュー・マネージャーが名前を生成できるようにします。
デフォルトのアスタリスク (*) を値として残します。キュー・マネージャーは、
アスタリスクを 48 文字のキュー名に置き換えて、動的応答キュー名を作成しま
す。
v アスタリスク (*) ワイルドカードを名前の一部として使用して、キュー・マネー
ジャーに名前の覚え書を生成させます。
アスタリスクが、指定した値の部分の最後の文字であり、かつ前述のアスタリス
クのルールに従っているか確認してください。
v ユーザー自身の名前を入力します (最大 48 文字)。
キュー・マネージャーは、この名前を使用して動的キューを開きます。この方法
を使用して、出力リンクの名前を定義します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、出力メッセ
ージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの場合、この
プロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
有効値は最大 48 文字です。
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エラー・キューのキュー名
このプロパティーは、エラー・キューの名前を選択または入力する場合に使用しま
す。
入力リンクの場合、このプロパティーは、ターゲット・キューのバックアップとし
て使用されるキューの名前を指定します。
出力リンクの場合、このプロパティーは、トランザクションが失敗した場合、トラ
ンザクションの間にソース・キューから読み取られたメッセージを保管するキュー
の名前を指定します。トランザクションが失敗し、ロールバックされる場合、これ
らのメッセージはソース・キューからソース・エラー・キューに移されます。
リモート・キューのローカル定義を使用すると、エラー・キューを別のキュー・マ
ネージャーで使用できます。リモート・キューが指名されると、キュー・マネージ
ャーは、メッセージをリモート・エラー・キューの伝送キューに移動します。リモ
ート・キュー名は、伝送キュー・プロパティーで指定する必要があります。
注: 名前リストは使用されません。キュー・マネージャーがエラー・キューを開け
ない場合、コネクターは名前リストを開こうとしません。
デフォルト値はありません。エラー・キューをはいに設定する場合は、このプロパ
ティーに値を指定する必要があります。有効値は最大 48 文字です。
以下のいずれかの方法で、このプロパティーに値を指定できます。
v キュー・マネージャーに接続している場合は、「選択」をクリックします。その
キュー・マネージャーの既存のキューのリストから、必要な名前を選択します。
v リモート・キュー・マネージャーを使用する場合、あるいはその他の理由から、
エラー・キューの名前を入力します。

レコード・カウント
このプロパティーを使用して、コネクターが現行のトランザクションまたは作業単
位のコミットまでに処理するレコード数を指定します。
「配列サイズ」に設定した値の倍数の値を指定する必要があります。デフォルト値
は 20000 です。「レコード・カウント」に「0」を設定すると、すべての使用可能
なレコードがトランザクションに含められます。
有効な値は 0 から 999999999 の整数です。

レコードの順序付け
このプロパティーを使用して、複数リンク全体のレコードの処理方法を指定しま
す。
複数リンクからのレコードを処理する方法を指定します。次のいずれかを選択しま
す。
v すべてのレコード - まず最初のリンクからすべてのレコードを読み取り、次に 2
番目のリンクからすべてのレコードを読み取り、以降のリンクも同様に処理しま
す。

第 3 章 概要

85

v 最初のレコード - すべてのリンクからのすべてのレコードの処理が完了するま
で、それぞれのリンクから 1 つずつレコードが処理されます。
v 順次 - 「キー列」、「ソート順序」、および「NULL 順序」フィールドを使用し
て指定した順序に基づいて、入力リンクからレコードが選択されます。

更新
このプロパティーは、キュー・カーソルを入力キューの先頭に位置変更するかどう
かを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」です。「はい」を選択する場合は、「周期」プロパティ
ーを使用して、この位置変更が発生する間の時間フレームを指定します。

登録
このプロパティーは、ジョブの開始後で、メッセージが作成されるか取り扱われる
前に、パブリッシャーまたはサブスクライバーがブローカーに登録するかどうかを
指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、パブリッシュ/サブスクライブをはいに設定し
た場合のみです。さらに、入力リンクの場合は、サービス・タイプ・プロパティー
を MQRFH に設定する必要があります。
デフォルト値は「いいえ」です。
このグループのサブプロパティーは、追加の登録情報を指定する場合に使用しま
す。

登録オプション
このプロパティーは、メッセージのパブリケーションの登録オプションを選択する
場合に使用します。
サービス・モードを MQRFH2 に設定すると、匿名値が選択されていても無視されま
す。 MQRFH2 サービス・モードでは、選択したその他の登録オプション値のいず
れも、パブリケーション・オプションとして使用されます。
プロパティーをクリックして複数の値を選択してから、チェック・ボックスをクリ
ックできます。終了する際は、このプロパティーの外側をクリックします。デフォ
ルト値はありません。
次の値を使用できます。
相関 ID を ID として使用
相関 ID は、パブリッシャー ID の一部として使用されます。
匿名

匿名は、パブリッシャーの ID が権限の多いこれらのサブスクライバー以外
には明かされないことをブローカーに示します。

ローカル
この値で、この値を持つパブリケーションがサブスクライバーに送信される
ことをブローカーに示します。
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応答キュー
このプロパティーは、コネクターがジョブの一部として送信する登録および登録解
除コマンド・メッセージに表示される応答キューの名前を選択する場合に使用しま
す。
このプロパティーが使用可能なのは、パブリッシュ/サブスクライブをはいに設定し
た場合のみです。入力リンクのみの場合、サービス・タイプを MQRFH2 に設定する
ことも必要です。出力リンクの場合は、いずれのサービス・タイプも使用可能で
す。
コネクターは、ジョブの一部として送信する登録および登録解除コマンド・メッセ
ージの応答キューを指定します。ブローカーは、キューに応答メッセージを送信し
て、ブローカーがコマンド・メッセージを正常に処理したかどうかをコネクターに
知らせます。コネクターは応答メッセージを読み取ります。エラーがあると、コネ
クターは、そのエラーをログに記録して、ジョブの処理を停止します。
動的応答キュー・プロパティーを指定すると、その名前がモデル・キューの名前と
して使用されます。
有効値は最大 48 文字です。デフォルト値はありません。

応答キューのクローズ・オプション
要求リンクのみの場合、このプロパティーは、動的応答キューを閉じる方法を指定
する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、動的キューをはいに設定した場合のみです。
デフォルト値は「なし」です。
次の値を使用できます。
なし

クローズ・オプションは指定されません。

削除
この値を選択するのは、クローズ時に動的キューにメッセージを含まない場
合のみです。キューにメッセージがある場合は、エラー・メッセージが生成
されて、キューは削除されません。
動的キューは、クローズ処理の一環で削除できます。
パージして削除
キュー上の残りのメッセージは、削除前にパージされます。クローズ時にメ
ッセージの有無が不明で、かつそれらのメッセージを保存する必要がない場
合は、削除値ではなくこの値を選択します。

応答先キュー
コネクターによって送信されるメッセージに対して、応答メッセージまたはレポー
ト・メッセージが戻される、メッセージ・キューの名前を指定します。
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このキューのローカル名は、応答先キュー・マネージャー・プロパティーで指定さ
れるキュー・マネージャーで定義されます。動的応答キューの場合の要求および応
答モードで、ローカル名により、動的応答キューをビルドする元のモデル・キュー
の名前を指定します。
このプロパティーには追加の構成が必要です。このプロパティーのキュー名は、以
下の条件で選択または入力する必要があります。
v メッセージ・タイプ・プロパティーが要求の場合
v レポート・メッセージが要求されていることを、レポート・プロパティーが指定
している場合
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの
場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび要求リンクの場合、有効名は最大 48 文字です。
出力リンクの場合は、複数の名前をスペースまたはコンマで区切って、最大 512 文
字を入力できます。このプロパティーでは、スペースまたはコンマで区切った複数
の名前にフィルタリングを行います。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.REPLYTOQ です。

応答先キュー・マネージャー
このプロパティーは、応答キューが置かれる応答キュー・マネージャーの名前を指
定する場合に使用します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの
場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
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入力リンクの場合、有効名は最大 48 文字です。このプロパティーは、要求リンク
には使用できません。応答キューは、コネクターの接続先のキュー・マネージャー
上になければなりません。
出力リンクの場合は、1 つの名前の選択または入力、あるいはスペースまたはコン
マで区切った複数の名前の入力を、合計 512 文字まで行えます。このプロパティー
は、複数の名前のフィルタリングに使用されます。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.REPLYTOQMGR です。

レポート
入力および要求リンクの場合、このプロパティーは、コネクターが送信する、メッ
セージ・ヘッダー内のレポート情報を指定する場合に使用します。出力リンクの場
合は、値サブプロパティーを使用して、レポート・メッセージのフィルタリングに
使用される値を指定します。
入力リンクの場合、このプロパティーは、メッセージ・ヘッダーに設定される値を
指定します。プロパティーをクリックして、このリストから複数の値を選択してか
ら、1 つ以上のチェック・ボックスをクリックできます。終了する際は、このプロ
パティーの外側をクリックします。
要求リンクの場合、レポート値で、応答メッセージのメッセージ ID および相関 ID
と、要求メッセージのメッセージ ID および相関 ID の一致方法を定義します。デ
フォルトでは、応答メッセージの相関 ID は、要求メッセージのメッセージ ID と
一致する必要があります。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。
入力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用できます。
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v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.REPORT です。

行バッファリング・カウント
このプロパティーは、ターゲット・キューに送信される 1 つの合成メッセージを作
成する行数 (レコード数) を指定する場合に使用します。
各行からのメッセージ・ペイロードは、連結されて合成メッセージになります。最
終の合成メッセージは、バッファーの最初の行に対して設定されるメッセージ・ヘ
ッダーおよび形式ヘッダーを使用します。
入力データが終了に到達し、バッファーに入れられる行数が指定値 (-1 の値を除く)
を下回ると、それらの行は、最後の合成メッセージとして一緒に送信されます。
注: ウェーブの終わり処理にレコード・カウント・プロパティーを指定する場合、
その数は行バッファリング・カウント値の倍数でなければなりません。
単一の数値を選択できます。デフォルト値は 1 です。
有効値は -1 から 999999999 の範囲に含まれる整数です。 行バッファリング・カ
ウントを -1 に設定すると、コネクターは、すべての使用可能な行をバッファーに
入れて、ジョブの終了時に単一メッセージとして送信します。 行バッファリング・
カウント を 0 に設定すると、コネクターは最後のメッセージのみをジョブの終了
時に送信します。

セグメント・サイズ
このプロパティーは、各セグメントのバイト単位のサイズを指定する場合に使用し
ます。
このプロパティーが使用可能なのは、セグメント化メッセージをはいに設定した場
合のみです。
メッセージの最後のセグメントのサイズは、指定サイズより小さい場合がありま
す。
デフォルト値は 1024 です。 1 から 999999999 の範囲に含まれる整数を指定でき
ます。
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セグメント化メッセージ
このプロパティーは、単一メッセージを送信するのではなく、ターゲット・メッセ
ージを、後でターゲット・キューに送信されるセグメントに分割するかどうかを指
定する場合に使用します。
セグメントの一部の送信時にエラーが発生した場合は、ソース・メッセージ全体
が、エラー・キューが定義されている場合はエラー・キューに、リジェクト・リン
クが定義されている場合はリジェクト・リンクに送信されます。個々のセグメント
ではなくメッセージ全体が送信されます。ターゲット・キューに正常に保管された
セグメントは、ターゲット・キューから削除されません。
要求メッセージは、常に単一の物理メッセージとして送信されます。したがって、
このプロパティーは、要求/応答シナリオには使用できません。
デフォルト値は「いいえ」です。「セグメント化メッセージ」を「はい」に設定す
る場合は、セグメントのサイズを「セグメント・サイズ」プロパティーで指定する
必要があります。

サービス・タイプ
このプロパティーは、コネクターがブローカーに送信するコマンド・メッセージの
メッセージ・フォーマットを指定する場合に使用します。
コマンド・メッセージは、パブリッシャー用のパブリケーション・メッセージであ
ると同時に、パブリッシャーおよびサブスクライバー用の登録および登録解除メッ
セージです。このプロパティーで、これらのコマンド・メッセージの WebSphere
MQ 形式が決まります。このプロパティーでは、コマンド・メッセージの応答メッ
セージの形式も定義されます。コネクターが送信するコマンド・メッセージの結果
に関する応答メッセージは、ブローカーによってコネクターに送信されます。
ご使用のブローカーと最も互換性のある値を選択します。 IBM WebSphere MQ パ
ブリッシュ/サブスクライブ・ブローカーの場合は、MQRFH をサービス・タイプ値と
して選択する必要があります。 IBM WebSphere Message Brokerの場合は、いずれ
のサービス・タイプも使用できます。しかし、MQRFH は、既存の WebSphere MQ
パブリッシュ/サブスクライブ・アプリケーションとの互換性に関してのみサポート
されるため、MQRFH2 を選択してください。
デフォルト値は MQRFH です。

ヘッダー・フィールドの設定
入力リンクおよび要求リンクの場合、このグループのプロパティーは、メッセー
ジ・ヘッダー・データをこのグループの値によって上書きするかどうかを指定する
場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」です。

ソート順序
このプロパティーを使用して、値を昇順または降順のいずれでソートするかを指定
します。
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コネクターが複数の入力リンクを使用しており、「レコードの順序付け」フィール
ドで「順次」を選択した場合は、「ソート順序」フィールドを使用して、値を昇順
でソートするか降順でソートするかを指定します。

開始値
このプロパティーは、パブリッシュされた最初のメッセージの初期メッセージ・シ
ーケンス番号を指定する場合に使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、パブリケーション設定値プロパティー・グル
ープのメッセージ・シーケンス番号をはいに設定した場合のみです。
このシーケンス番号は、その後にパブリッシュされるメッセージの 1 のカウントに
よって増加します。デフォルト値は 1 です。1 から 999999999 の範囲に含まれる
整数を指定できます。

ストリーム名
このプロパティーは、パブリケーションのストリームの名前を指定する場合に使用
します。
このプロパティーが使用可能なのは、サービス・タイプを MQRFH に設定したときの
みです。
各ストリームは一連のキューを表します。このストリームをサポートするブローカ
ーごとに 1 つの名前があります。ストリーム名は、サブスクライバーの登録または
登録解除のときに指定します。
登録プロパティーまたは登録解除プロパティーのいずれかの場合に「はい」を選択
しない限り、この値は無視されます。
ネットワーク内のすべてのブローカーを包含するデフォルト値は、以下のテキスト
です。
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM
有効名は最大 48 文字です。

サブスクリプション ID
このプロパティーは、登録または登録解除、あるいはその両方が行われるサブスク
リプションのサブスクライバー・アプリケーション ID を指定する場合に使用しま
す。
このシナリオにおいて、コネクターは、ジョブでサブスクライバーとして働くサブ
スクライバー・アプリケーションです。ブローカーは、サブスクリプションごとの
一連の ID を管理します。ブローカーは、この ID を使用して、そのサブスクリプ
ション属性および期間に応じてサブスクライバーの要求を管理します。
登録または登録解除のいずれかを「いいえ」に設定すると、サブスクリプション ID
は無視されます。
有効 ID は最大 128 文字です。デフォルト値はありません。
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サブスクリプション名
このプロパティーは、パブリッシュ/サブスクライブ値に従って、登録または登録解
除、あるいはその両方のサブスクリプションの名前を定義する場合に使用します。
サブスクリプション名は、登録のキュー名プロパティー、キュー・マネージャー名
プロパティー、および相関 ID プロパティーの組み合わせである、従来のサブスク
リプション ID より優先します。前のコマンド・メッセージで、ID オプションの可
変ユーザー ID を指定しなかった場合に限り、このサブスクリプションの後続の登
録および登録解除コマンド・メッセージのユーザー ID は一致していなければなり
ません。
登録または登録解除のいずれかを「いいえ」に設定すると、サブスクリプション名
は無視されます。
有効名は最大 64 文字です。デフォルト値はありません。

サブスクリプション・ポイント
このプロパティーは、サブスクライバーを登録または登録解除する際のサブスクリ
プション・ポイントを指定する場合に使用します。
サブスクリプション・ポイントは、パブリケーションがブローカーによってこのサ
ブスクライバーに転送される元のメッセージ・フローのパブリケーション・ノード
の点です。
このプロパティーが使用可能なのは、サービス・タイプを MQRFH2 に設定した場合
のみです。
登録および登録解除の両方を「いいえ」に設定すると、サブスクリプション・ポイ
ントは無視されます。
有効なサブスクリプション・ポイントは最大 64 文字です。デフォルト値はありま
せん。

フィードバックのシステム値
入力リンクの場合は、ターゲット・メッセージに 1 つのフィードバック・コードま
たは理由コード (MQRC) を選択します。出力リンクの場合は、ソース・メッセージ
に 1 つ以上のフィードバック・コードまたは理由コード (MQRC) を選択します。
入力リンクの場合、このプロパティーまたはカスタム値プロパティーを使用して指
定できるフィードバックまたは理由コードは 1 つのみです。カスタム値を指定する
場合は、このプロパティーをブランクのままにしてください。そうでない場合は、
リストからコード 1 つを選択します。入力リンクにはデフォルト値はありません。
入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲット・メッセージのデフォルト値
が使用されます。
出力リンクの場合は、リストから複数のコードを選択でき、かつカスタム値プロパ
ティーからコードを追加することもできます。プロパティーをクリックして複数の
コードを選択してから、チェック・ボックスを選択します。終了する際は、このプ
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ロパティーの外側をクリックします。出力リンクのデフォルト値は「なし」です。
出力リンクでこの値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタ
リングに使用されません。

形式のシステム値
入力リンクの場合は、ターゲット・メッセージに 1 つの形式を選択します。出力リ
ンクの場合は、ソース・メッセージに 1 つ以上の形式を選択します。
入力リンクの場合、このプロパティーまたはカスタム値プロパティーを使用して形
式に 1 つの値を指定できます。カスタム値を指定する場合は、このプロパティーを
ブランクのままにしてください。そうでない場合は、リストから形式 1 つを選択し
ます。入力リンクのデフォルト値は MQSTR です。
出力リンクの場合は、リストから複数の値を選択でき、かつカスタム値プロパティ
ーから形式を追加することもできます。プロパティーをクリックして複数の形式を
選択してから、チェック・ボックスを選択します。終了する際は、このプロパティ
ーの外側をクリックします。出力リンクにはデフォルト値はありません。出力リン
クでこの値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに
使用されません。

メッセージ・タイプのシステム値
入力リンクの場合は、ターゲット・メッセージに 1 つのメッセージ・タイプを選択
します。出力リンクの場合は、ソース・メッセージに 1 つ以上のメッセージ・タイ
プを選択します。
入力リンクの場合、このプロパティーまたはカスタム値プロパティーを使用して、
メッセージ・タイプに 1 つのメッセージ・タイプを指定できます。カスタム値を指
定する場合は、このプロパティーをブランクのままにしてください。そうでない場
合は、リストからメッセージ・タイプ 1 つを選択します。入力リンクのデフォルト
値はデータグラム です。
出力リンクの場合は、リストから複数のメッセージ・タイプを選択でき、かつカス
タム値プロパティーからメッセージ・タイプを追加することもできます。プロパテ
ィーをクリックして複数のメッセージ・タイプを選択してから、チェック・ボック
スを選択します。終了する際は、このプロパティーの外側をクリックします。出力
リンクにはデフォルト値はありません。出力リンクでこの値がブランクの場合、こ
のプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
要求リンクの場合は、値を選択できません。値は常に要求です。
入力および出力リンクの場合は、次の値が使用可能です。
データグラム
このメッセージには応答メッセージは不要です。データグラム・メッセージ
は、非同期コンテキストで使用されます。
要求
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このメッセージには応答メッセージが必要です。この値を選択する場合は、
応答先キュー・プロパティーで応答メッセージを送信する必要があるキュー
の名前を定義する必要があります。 レポート・プロパティーを使用して、
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要求メッセージ内のメッセージ ID プロパティーと相関 ID プロパティー
を、応答メッセージ内の同じプロパティーに対応させる方法を指定します。
2 つのキューが使用されます。一方は、要求メッセージの送信先であるキュ
ーであり、もう一方のキューは、応答メッセージの読み取り元のキューで
す。要求メッセージは、同期コンテキストで使用されます。
応答

このメッセージは、前の要求メッセージへの応答です。メッセージは、要求
メッセージの応答先キュー・プロパティーで指定されたキューに送信されま
す。 レポート・プロパティーを使用して、応答メッセージ内のメッセージ
ID プロパティーと相関 ID プロパティーを、要求メッセージ内の同じプロ
パティーに対応させる方法を指定します。

レポート
このメッセージはレポート・メッセージで、別のメッセージに関するメッセ
ージです。レポート・メッセージを使用して、オリジナル・メッセージに関
連した期待されるイベントまたは期待されないイベントに関してアプリケー
ションに通知します。 WebSphere MQ アプリケーションは、キューにメッ
セージを送信する際、送信されたメッセージに関連する特定のイベントが発
生したときに、キュー・マネージャーがレポート・メッセージを生成するよ
うに要求できます。 レポート・プロパティーのキュー・マネージャーから
レポートを生成するイベントを定義できます。次にキュー・マネージャー
は、最初に送信されたメッセージのヘッダーの応答先キュー・プロパティー
および応答先キュー・マネージャー・プロパティーで指定されたキューにレ
ポートを送信します。

パブリケーション形式のシステム値
入力リンクの場合は、ターゲット・メッセージに 1 つのパブリケーション・ペイロ
ード形式を選択します。
入力リンクの場合、このプロパティーまたはカスタム値プロパティーを使用してパ
ブリケーション形式に 1 つの値を指定できます。カスタム値を指定する場合は、こ
のプロパティーをブランクのままにしてください。そうでない場合は、リストから
パブリケーション形式 1 つを選択します。入力リンクのデフォルト値は MQSTR で
す。

書き込みアプリケーション・タイプのシステム値
入力リンクの場合は、ターゲット・メッセージに 1 つの書き込みアプリケーショ
ン・タイプを選択します。出力リンクの場合は、ソース・メッセージに 1 つ以上の
書き込みアプリケーション・タイプを選択します。
入力リンクの場合、このプロパティーまたはカスタム値プロパティーを使用して 書
き込みアプリケーション・タイプに 1 つの書き込みアプリケーション・タイプを指
定できます。カスタム値を指定する場合は、このプロパティーをブランクのままに
してください。そうでない場合は、リストから書き込みアプリケーション・タイプ
1 つを選択します。デフォルト値は NO CONTEXT です。
出力リンクの場合は、リストから複数の書き込みアプリケーション・タイプを選択
でき、かつカスタム値プロパティーから書き込みアプリケーション・タイプを追加
することもできます。プロパティーをクリックして複数の書き込みアプリケーショ
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ン・タイプを選択してから、チェック・ボックスを選択します。終了する際は、こ
のプロパティーの外側をクリックします。出力リンクにはデフォルト値はありませ
ん。出力リンクでこの値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィ
ルタリングに使用されません。

タイム・スタンプ
このプロパティーは、タイム・スタンプ情報が、パブリッシュされたメッセージに
含まれるかどうかを指定する場合に使用します。
デフォルト値は「いいえ」です。

パブリケーション設定値のトピック
このプロパティーは、パブリケーションが送信される際のトピックの名前を指定す
る場合に使用します。
トピック名は、ジョブの処理の間に送信されるすべてのパブリケーションに適用さ
れます。同じジョブ処理の一部としてさまざまなトピックに関するパブリケーショ
ンを送信する場合は、入力リンク・スキーマに WSMQ.TOPIC データ・エレメント
列を定義します。これでパブリケーション・トピックは、個々のパブリケーショ
ン・メッセージ・レベルのデータの一部として指定できます。
有効トピック名は最大 256 文字です。デフォルト値はありません。

登録および登録解除のトピック
このプロパティーは、パブリッシャーまたはサブスクライバーを登録または登録解
除する際の 1 つ以上のトピックを指定する場合に使用します。
パブリッシャーまたはサブスクライバーの選択は、現行の使用法コンテキスト、お
よびこのトピックが登録プロパティー用か登録解除プロパティー用かによって決ま
ります。
複数のトピックを同時に登録または登録解除する場合は、1 つのトピック値を入力
してから、区切り文字としてコンマかスペース文字を入力し、次に別のトピック値
を入力できます。これらのステップを、合計 512 文字まで繰り返すことができま
す。
デフォルト値はありません。
登録または登録解除するトピックのグループのトピック名に以下のいずれかの文字
が含まれている場合は、特殊文字の前に円記号文字を入力する必要があります。
v スペース
v コンマ
v 円記号
以下の例を参照してください。
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1 つのトピックにスペースを含む複数のトピックの例
登録または登録解除する 2 つの異なるトピック、Sport Results (スポーツの結果) お
よび Weather (天気) があります。このプロパティーの場合は、以下の値を入力しま
す。
Sport¥ Results,Weather

トランザクション
このグループのプロパティーを使用して、ウェーブの終わりマーカーも含めて、こ
のコネクターのトランザクション処理のパラメーターをチューニングします。
これらのオプションは、現行トランザクションに適用できます。現行トランザクシ
ョンは、データベース管理システムで実行される作業論理単位です。トランザクシ
ョンはセッション内で発生します。

エラー・キューの伝送キュー
このプロパティーは、エラー・キューのリモート・キューを使用する際の伝送キュ
ーの名前を指定する場合に使用します。
伝送キューは、常に接続キュー・マネージャー上になければなりません。
名前を入力することも、「選択」を押して、キューのリストからキューを選択する
こともできます。デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場
合は、デフォルトの伝送キューが使用されます。
有効値は最大 48 文字です。

その他のキュー設定の伝送キュー
宛先キューがリモート・キューの場合に、伝送キューの名前を指定します。
伝送キューは、常に接続キュー・マネージャー上になければなりません。
このプロパティーは、リモート・キューのローカル定義が開いているときの実行時
に、伝送キュー設定値をオーバーライドする場合に使用します。
デフォルト値はありません。
有効名は最大 48 文字です。

トランスポート・タイプ
このクライアント接続の転送プロトコルを選択します。
プロトコルが、実行中のプラットフォームでサポートされているか確認します。
デフォルト値はローカルです。
プロパティーのクライアント・チャネル定義グループの一部として、この値は、
MQSERVER、MQCHLLIB、または MQCHLTAB 環境変数の値の置き換えに役立ち
ます。
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EOL を行の終端文字として処理する
このプロパティーは、メッセージ・ペイロードの行末文字が行の終わりとして処理
されるかどうかを指定する場合に使用します。
「EOL を行の終端文字として処理する」をはいに設定する場合は、以下の記述が該
当します。
v 1 つの出力メッセージが、複数行のデータになることがある。
v プラットフォームごとに、そのプラットフォームの行の終端文字で行の終わりが
決まる。
デフォルト値は「いいえ」です。

ワイルドカードの使用
このプロパティーは、プロパティー値のアスタリスク (*) が、連続する文字のグル
ープを表すワイルドカード文字として解釈されるかどうかを判別する場合に使用し
ます。
出力リンクのみの場合、このプロパティーは、16 進数を「いいえ」に設定したとき
のいくつかのプロパティーのサブプロパティーです。
デフォルト値は「いいえ」です。

ユーザー ID
このプロパティーは、ソース・メッセージを受信するか、あるいはターゲット・メ
ッセージを送信するアプリケーションのユーザー識別子を指定する場合に使用しま
す。
入力リンクの場合、このプロパティーが使用可能なのは、コンテキスト・モードを
ID を設定またはすべて設定に設定した場合のみです。
このプロパティーで、ターゲット・メッセージのデフォルト値をオーバーライドで
きます。したがって、プロパティーには代替ユーザー ID があります。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの
場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
入力リンクおよび要求リンクの場合、有効値は最大 12 文字です。
出力リンクの場合は、複数の値をスペースまたはコンマで区切って、合計の長さ
256 文字までを入力できます。このプロパティーでは、複数の値にフィルタリング
を行います。

ユーザー名
このプロパティーは、コネクターがキュー・マネージャーへの接続前にローカル・
コンピューターでこのユーザーの偽名を使用するユーザーのユーザー名を指定する
場合に使用します (Windows のみ)。
ドメインまたはサーバー名の指定には、以下の形式を使用します。
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username@DNS_domain_name

ユーザー名プロパティーは、メッセージの発信元を指定するユーザー ID プロパテ
ィー、あるいはキューを開くのに使用される ID を指定する代替ユーザー ID プロ
パティーのような、他のユーザー ID プロパティーと異なります。
クライアント・モードでは、コネクターには、クライアント・チャネル定義内のユ
ーザー名およびパスワード・プロパティーによって指定された値は含まれません。
有効な値は、最大 256 文字です。デフォルト値はありません。

アカウンティング・トークンの値
このプロパティーは、ソース・メッセージ (出力リンクの場合) またはターゲット・
メッセージ (入力リンクおよび要求リンクの場合) のアカウンティング・トークンを
指定する場合に使用します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの
場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
有効値は最大 32 文字 (あるいは、16 進数字のペアが使用され、かつ 16 進数字を
はいに設定した場合は 64 文字) です。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.ACCOUNTINGTOKEN です。
出力リンクのみの場合は、アスタリスク (*) をワイルドカード文字として使用し
て、ワイルドカードの使用をはいに設定した場合の連続文字を表すことができま
す。
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プロパティー値当たり使用できるワイルドカード文字は 1 つのみです。複数のワイ
ルドカード文字を使用しても、ワイルドカードと解釈されるのは最初に使用した文
字のみです。その後に使用した文字はすべて、ワイルドカード値ではなく実際の値
と解釈されます。

代替セキュリティー ID の値
このプロパティーは、キューを開くための代替セキュリティー ID を指定する場合
に使用します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合、キュー・マネ
ージャーは、この値に基づいて許可を実行しません。
16 進数字ペアの配列を入力して、40 バイト値を指定します。これを行うには、16
進数をはいに設定する必要があります。この値には IBM WebSphere MQ 形式を使
用する必要があります。
有効値は最大 40 文字 (あるいは、16 進数字ペアの配列が使用され、かつ 16 進数
字をはいに設定した場合は 80 文字) です。

相関 ID の値
このプロパティーは、ソース・メッセージ (出力リンクの場合) またはターゲット・
メッセージ (入力リンクおよび要求リンクの場合) の相関 ID を指定する場合に使用
します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの
場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
有効値は最大 24 文字 (あるいは、16 進数字のペアが使用され、かつ 16 進数字を
はいに設定した場合は 48 文字) です。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
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このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.CORRELID です。
出力リンクのみの場合は、アスタリスク (*) をワイルドカード文字として使用し
て、ワイルドカードの使用をはいに設定した場合の連続文字を表すことができま
す。
プロパティー値当たり使用できるワイルドカード文字は 1 つのみです。複数のワイ
ルドカード文字を使用しても、ワイルドカードと解釈されるのは最初に使用した文
字のみです。その後に使用した文字はすべて、ワイルドカード値ではなく実際の値
と解釈されます。

グループ ID の値
このプロパティーは、ソース・メッセージ (出力リンクおよび要求リンクの場合) ま
たはターゲット・メッセージ (入力リンクの場合) のグループ ID を指定する場合に
使用します。
このプロパティーが使用可能なのは、ヘッダー・バージョンを 2 に設定した場合の
みです。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、ターゲッ
ト・メッセージのデフォルト値が使用されます。出力リンクでこの値がブランクの
場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
有効値は最大 24 文字 (あるいは、16 進数字のペアが使用され、かつ 16 進数字を
はいに設定した場合は 48 文字) です。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.GROUPID です。
出力リンクのみの場合は、アスタリスク (*) をワイルドカード文字として使用し
て、ワイルドカードの使用をはいに設定した場合の連続文字を表すことができま
す。
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プロパティー値当たり使用できるワイルドカード文字は 1 つのみです。複数のワイ
ルドカード文字を使用しても、ワイルドカードと解釈されるのは最初に使用した文
字のみです。その後に使用した文字はすべて、ワイルドカード値ではなく実際の値
と解釈されます。

メッセージ・フラグの値
出力リンク (ソース・メッセージ) のみの場合、このプロパティーは、メッセージに
関連するフラグを指定する場合に使用します。
このリストから 1 つ以上の値を選択できます。複数値を選択して、すべて一致を
「いいえ」に設定すると、これらのメッセージ・フラグ値のいずれかが受け入れら
れます。すべての値を受け入れられるように一致させる必要があると指定する場合
は、すべて一致をはいに設定する必要があります。
デフォルト値はありません。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたときに
リトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクのデー
タ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定のときで
す。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.MSGFLAGS です。

メッセージ ID の値
このプロパティーは、ソース・メッセージ (出力リンクおよび要求リンクの場合) ま
たはターゲット・メッセージ (入力リンクの場合) のメッセージ ID を指定する場合
に使用します。
デフォルト値はありません。入力リンクでこの値がブランクの場合は、キュー・マ
ネージャーは、メッセージに固有値を割り当てます。出力リンクでこの値がブラン
クの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用されません。
有効値は最大 24 文字 (あるいは、16 進数字のペアが使用され、かつ 16 進数字を
はいに設定した場合は 48 文字) です。
入力リンクおよび出力リンクにこの値を指定する場合は、さまざまな方法を使用で
きます。
v この値をジョブ・レベルで指定します。このプロパティーで値を入力します。こ
れで、値はこのジョブのすべてのメッセージのデザイン時に設定されます。ある
理由から、データ・エレメントをスキーマの列として指定する場合も (下記参
照)、このデータ・エレメントがプロパティーより優先されます。
v 入力リンクの場合は、値をメッセージ・レベルで指定できます。このプロパティ
ーの代わりに、対応する値 (下記参照) を「列」タブのデータ・エレメント値とし
て選択して、この値のスキーマに列を指定します。この後、各着信メッセージに
保管される値は、キューに書き込まれる際の実行時間処理の間に使用されます。
このプロパティーのデザイン時値は、実行時に入力リンク・スキーマの値によっ
てオーバーライドされます。
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出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたとき
にリトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクの
データ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定の
ときです。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.MSGID です。
出力リンクのみの場合は、アスタリスク (*) をワイルドカード文字として使用し
て、ワイルドカードの使用をはいに設定した場合の連続文字を表すことができま
す。
プロパティー値当たり使用できるワイルドカード文字は 1 つのみです。複数のワイ
ルドカード文字を使用しても、ワイルドカードと解釈されるのは最初に使用した文
字のみです。その後に使用した文字はすべて、ワイルドカード値ではなく実際の値
と解釈されます。

レポートの値
出力リンクのみの場合は、ソース・メッセージのフィルタリングに使用されるレポ
ート・フラグ値を選択します。コネクターによって受け入れられるのは、指定した
レポート・メッセージ・ヘッダー・フィールド値を持つメッセージのみです。
特定のイベントが発生すると、アプリケーションの定義に従って、キュー・マネー
ジャーはレポートをキューに送信します。このキューおよびキュー・マネージャー
は、応答先キュー・プロパティーと応答先キュー・マネージャー・プロパティーで
指定されます。
プロパティーをクリックして複数の値を選択してから、チェック・ボックスを選択
します。終了する際は、このプロパティーの外側をクリックします。複数値を選択
して、すべて一致を「いいえ」に設定すると、これらのレポート値のいずれかが受
け入れられます。すべて の値を受け入れられるように一致させる必要があると指定
する場合は、すべて一致をはいに設定する必要があります。
このプロパティーの値は、デザイン時にこのジョブのすべてのメッセージをフィル
ターに掛ける場合に使用されます。デフォルト値はありません。出力リンクでこの
値がブランクの場合、このプロパティーはメッセージのフィルタリングに使用され
ません。
出力リンクの場合、表示できるのは、キューからメッセージが読み取られたときに
リトリーブされたデータ・エレメント列の値のみです。概して、出力リンクのデー
タ・エレメントを使用するのは、この値を後のジョブ処理で使用する予定のときで
す。
このプロパティーのデータ・エレメントは WSMQ.REPORT です。

待ち時間
このプロパティーは、新規メッセージが入力キューに到着するのを待機する最長秒
数を指定する場合に使用します。
デフォルト値は -1 で、これは、無限の時間数を指定します。
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-1 から 999999999 の範囲に含まれる整数を選択または入力します。

IBM WebSphere MQ ステージ
IBM WebSphere MQ ステージは、メッセージングがソースおよびターゲット・デー
タの別の形式を表す場合にお客様にメッセージ・ベースのソリューションを提供す
るパッシブ・ステージです。 WebSphere MQ ステージにより、InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナーは、WebSphere MQ メッセージ・キューとの
間で読み書きを行うことができます。このステージは、以下のように使用できま
す。
v プログラム間で送信される際にメッセージを変換処理する、アプリケーション間
の中継として
v レガシー・データのメッセージ・キューへの伝送用のコンジットとして
v 非メッセージング・ターゲットへの伝送のメッセージ・キュー・リーダーとして
WebSphere MQ ステージは、すべての InfoSphere DataStage データ・フロー・ダイ
アグラムのソースまたはターゲットとして使用できます。このステージは、標準の
行および列形式のデータを処理します。このステージは、メッセージ・ライターと
してデータグラム・メッセージのみを書き込みます。このステージは、メッセー
ジ・リーダーとしてすべてのメッセージ・タイプを受け入れます。
v 読み取りが参照読み取りの場合、メッセージはキューに残ります。
v 作業単位のトランザクション制御が適用されている場合、メッセージは、正常な
書き込みに続くコミットの後に限ってキューから削除されます。
要求メッセージが読み取られた場合は、必ず別のアプリケーションが要求メッセー
ジを読み取り、応答するようにする必要があります。
WebSphere MQ には、以下の 2 つのバージョンがあります。
v クライアントのみ
v クライアント/サーバー
この相違点については、『クライアント/サーバー・バージョン』で説明します。

WebSphere MQ ステージの機能
WebSphere MQ ステージには、以下の機能があります。
v IBM WebSphere MQ メッセージ・キューとの間で読み書きを行います。
v 接続するキュー・マネージャーは 1 つですが、開くことができるキューは複数で
す。各リンクを異なるキューに関連付けることができます。
v ストリング形式のメッセージを処理します。
v メッセージのキューへの保持、その読み取り直後のメッセージの削除、あるいは
ジョブの正常完了時のメッセージの削除を行う、読み取りオプションを指定しま
す。
v ユーザー定義のメッセージ・タイプ、ユーザー指定のタイムアウト期間、または
メッセージ・カウントを処理して、終了条件を指定します。 (メッセージ読み取
りの場合)
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v 入力リンクで送信されるメッセージ記述子フィールドを指定します。 (メッセー
ジ書き込みの場合)
v メッセージの送達方法を制御します。例えば、その優先順位、持続、および存続
時間のデータ。 (メッセージ書き込みの場合)
v 多対 1 および 1 対多の行形式をサポートします。
v ローカル作業単位をサポートします。
v メッセージ記述子フィールドの選択に関連するメタデータの定義を容易にするた
めの、カスタム GUI を指定します。
v メッセージ記述子データ上の変換処理を指定する新規データ・エレメントを定義
します。
v パブリッシュ/サブスクライブ通信モデルをサポートします。
v NLS (各国語サポート) をサポートします。
次の機能はサポートされません。
v 参照リンク。メッセージ・データの持続が保証されず、参照はキー・ベースでは
ないため、これらはサポートされません。
v トリガーおよびその他のイベント関連メッセージなど、非ストリング・ベース・
メッセージの処理。
v グローバル作業単位。
v メタデータのインポート。
v カスタム GUI を使用してサンプルのネイティブ・データを表示する機能であ
る、データ参照。
v 要求メッセージ。キュー書き込みは、すべてデータグラム・メッセージです。
v 単一行の、リピーティング・グループの行データ。
v 複合メッセージ・フォーマット。
v MQ シリーズ・クライアント専用オプション。

用語
以下の表に、この文書で使用する IBM WebSphere MQ ステージの用語をリストし
ます。
表 3. WebSphere MQ 用語
用語

説明

データグラム・メッセージ

応答が期待されない情報を含むメッセージ。

メッセージ・キュー

キューの同義語。

名前リスト

キュー名のリストを含む WebSphere MQ オ
ブジェクト。

オブジェクト権限マネージャー (OAM)

UNIX および Windows システムの
WebSphere MQ のコマンドおよびオブジェク
ト管理用のデフォルトの許可サービス。

キュー

WebSphere MQ オブジェクト。メッセージ・
キューイング・アプリケーションは、キュー
との間でメッセージの読み書きを行えます。
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表 3. WebSphere MQ 用語 (続き)
用語

説明

Queue get、MQGET

キューからメッセージをリトリーブする処理
読み取り。

キュー・マネージャー

アプリケーションにキューイング・サービス
を提供するシステム・プログラム。

Queue put、MQPUT

キューにメッセージを書き込む処理書き込
み。

要求メッセージ

応答が要求されるメッセージ。

XML

構造化情報が含まれる文書のマークアップ言
語。これは、これらの文書を Web にパブリ
ッシュする場合に使用できます。 XML は、
データ統合アプリケーションにおけるメッセ
ージの一般的な形式です。

クライアントのみおよびクライアント/サーバー・バージョン
WebSphere MQ には、以下の 2 つのバージョンがあります。
v クライアントのみは、ワークステーションおよびリモート無線サポート用にデザ
インされています。この占有スペースは小さく、ローカル WebSphere MQ サー
バーは不要です。 MQ サーバーには IBM InfoSphere DataStage をインストール
する必要はありません。
v クライアント/サーバーの場合は、WebSphere MQ サーバーが存在する必要があり
ます。 MQ サーバーには、InfoSphere DataStage をインストールする必要があり
ます。
注: 単一の InfoSphere DataStage コンピューターで、両方のバージョンを使用す
ることはできません。
ユーザー・インターフェースは、両方のバージョンで同じです。

パブリッシュ/サブスクライブ通信モデル
パブリッシュ/サブスクライブ通信モデルを使用すると、アプリケーションは、特定
のパートナーに縛られません。パブリッシュ/サブスクライブ・システムは、データ
を処理し、メッセージの宛先または送信元に対する特定の要件はまったくありませ
ん。パブリッシュ/サブスクライブは、情報の利用者から情報のプロバイダーを分離
します。
情報のプロバイダーは、パブリッシャーと呼ばれます。パブリッシャーは、サブジ
ェクトに関する情報を提供します。情報の利用者は、サブスクライバーと呼ばれま
す。ブローカーは、2 つの間で中間の役を務めます。
注: サブスクライバーは、パブリケーションを受け取るために、ブローカーに登録
したり、ブローカーから登録抹消する必要があります。これは、IBM InfoSphere
DataStage の外、または IBM WebSphere MQ ステージによって行うことができま
す。
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情報は、MQ メッセージで送信され、情報のサブジェクトは、トピックによって識
別されます。パブリッシャーは、情報がパブリッシュされるときにトピックを指定
します。サブスクライバーは、情報が必要なトピックを指定します。サブスクライ
バーにはサブスクライブされた情報のみが送信されます。
WebSphere MQ ステージは、サブスクリプションの登録と登録抹消、メッセージの
読み取り、および、メッセージからのヘッダー情報のストリップができます。ま
た、必要であれば、実際のトピックを列に保管できます。
注: WebSphere MQ ステージは、自己定義メッセージの XML 標準規則のみサポー
トします。
「サブスクリプション」タブについては、 126 ページの『「サブスクリプション」
タブ』を参照してください。

WebSphere MQ ステージの使用
このタスクについて
IBM WebSphere MQ ステージの主な目的は、WebSphere MQ メッセージ・キュー
との間の読み書きです。メッセージ・キューについては、『WebSphereMQ ステー
ジ・メッセージ・キュー』を参照してください。
WebSphere MQ キューからデータを読み取る場合は、以下の 2 つの方法のいずれか
を使用できます。
v キューを参照して (『キューの参照』を参照)、メッセージをそのままにするか、
破棄します。
v コミットによりオリジナル・メッセージを破棄する前に、作業単位下のトランザ
クション制御を使用して、キューからメッセージを読み取り、それを正常に書き
込みます (『作業単位の処理』を参照)。

IBM WebSphere MQ ステージ・メッセージ・キュー
次のセクションでは、フォーマットやセキュリティーだけでなく、キュー・マネー
ジャー、キューとメッセージの詳細、メッセージの行について説明します。
キュー・マネージャー: キュー・マネージャーは 1 つ以上のキューを制御しま
す。ジョブをデザインするときには、適切なステージ・プロパティーを指定してキ
ュー・マネージャーに接続します。各ステージ・インスタンスは、1 つのキュー・
マネージャーにのみ接続できます。
ただし、さまざまなキューを開くことができるため、キュー名はリンク・プロパテ
ィーです。この必須のプロパティーによって、ステージ・インスタンスで 1 リンク
ごとに 1 つのキューを読み取りまたは書き込み用に開くことができます。 IBM
InfoSphere DataStageand QualityStage ディレクターを使用して、指定されたキューと
キュー・マネージャーの名前に基づいて接続を検証できます。
名前リストは、入力リンク用にサポートされます。名前リストとは、キュー名のリ
ストを含んだ WebSphere MQ オブジェクトです。キュー名の代わりに名前リストを
指定すると、ステージは名前リストに定義された各キューから動的に配布リストを
作成して、それらのキューにメッセージを書き込みます。配布リストを使用すれ
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ば、1 回の書き込みで複数の宛先にメッセージを送信できます。 1 回のオープンで
複数のキューをオープンし、1 回の書き込みで各キューにメッセージを送信できま
す。
注: WebSphere MQ 6 を使用してキュー・マネージャーを作成中に問題が発生した
場合は、WebSphere MQ に FixPack 6.0.2 を適用してください。
入力リンクおよび出力リンクについて詳しくは、『WebSphere MQ 入力データの定
義』および『WebSphere MQ 出力データの定義』を参照してください。
キューおよびメッセージ詳細: リンク・プロパティーを指定して、追加のキューお
よびメッセージ詳細を定義できます。列メタデータは、メッセージの内容を 1 つ以
上の列に解析する方法を記述します。複合メッセージ・フォーマットはサポートさ
れていないため、IBM WebSphere ステージは、すべてのメッセージを固定長レコー
ドとして解析します。メタデータは、各フィールドの長さを定義します。
WebSphere MQ ステージは、メタデータで定義されるフィールド長以内の長さのメ
ッセージをサポートします。列幅およびデータ長について詳しくは、 129 ページの
『列の長さのルール』を参照してください。
WebSphere MQ メッセージの構造および配置の説明と取得については現在のところ
標準がないため、これはお客さまのアプリケーション・デザインで処理する必要が
あります。 WebSphere MQ ステージは、メッセージの構造を動的に取得することは
できません。
実際の列定義は、アプリケーション・プログラム、そのサポートされるデザイン・
ツールから、または手動による入力によって直接リトリーブされます。 XML コン
テンツを使用したメッセージの場合は、文書タイプ定義 (DTD) および XML 文書
メタデータの InfoSphere DataStage サポートによって、メッセージの詳細が定義さ
れます。
メッセージ内の行: 簡単に言えば、IBM InfoSphere DataStage は、キューの取得操
作ごとに行を読み取って処理するか、ステージがジョブの別の部分から受信する行
ごとにキューの書き込みを実行します。
しかし、アプリケーションによっては、関係行と、メッセージ内に含まれる単一ト
ランザクション間には 1 対 1 の相関関係がない場合があります。さらに、
WebSphere MQ メッセージはその独自の階層構造を持つことができます。メッセー
ジごとに 1 つの物理的行が存在できますが、その行自体は、複数のリピーティン
グ・グループを含んでもかまいません。
WebSphere MQ メッセージは非常に大きくてもかまいません。単一メッセージが、
応答セット全体であっても、ファイルの内容であってもかまいません。行の長さ
は、以下のいずれかの方法で、InfoSphere DataStage ジョブのリンクをデザインする
ときに定義します。
v 「列の数」。単一メッセージに複数行を入れることができます。合計列数は、そ
のバイトの長さを含め、行の長さと同じです。ステージは、メッセージを読み取
る際、その長さに基づいて、行を InfoSphere DataStage エンジンにリリースしま
す。列について詳しくは、『「列」タブ』を参照してください。
v 「CRLF」。CRLF は、ASCII メッセージで使用可能な場合は、メッセージの読
み取りの際に、オプションで行の終わりを示します。すなわち、キューを 1 つ獲
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得するごとに、多くの行がリンクにリリースされ処理される可能性があることを
意味します。「出力」ページの「レコードの終端を無視」ボックスで、CRLF を
行の終端文字として扱うかどうかを指定します。
v 「メッセージごとの行数」。WebSphere MQ メッセージを書き込む際、「入力」
ページの「メッセージごとの行数」ボックスで、キュー書き込みを実行する時点
を指定します。
「入力」および「出力」ページについて詳しくは、『「入力」ページについて』お
よび『「出力」ページについて』を参照してください。
XML 形式: XML は、データ統合アプリケーションにおけるメッセージの一般的
な形式です。 XML の階層の性質は、単一キューの獲得は 1 つの行の獲得に等しい
可能性を示唆しています。
また、行は、リピーティング・グループを含む複雑な内部構造を持つことを暗黙に
示します。このことは、他のメッセージ・フォーマットにも当てはまる可能性があ
ります。この場合、IBM WebSphere MQ ステージは、これらのメッセージを 1 つ
の行として単純に処理し、行を、XML リーダー・ステージのような InfoSphere
DataStage 内の既存テクノロジーによって変換処理します。 WebSphere MQ ステー
ジは、複雑なメッセージ構文解析をサポートしません。

キューの参照
このタスクについて
キューからメッセージを読み取る 1 つの方式が、キューの参照です。参照モードの
読み取りでは、キューからメッセージを削除するかどうかを選択します。非破棄読
み取りでは、メッセージはそのまま残ります。読み取り元破棄では、メッセージは
特定の環境下で破棄されます。
IBM WebSphere MQ ステージがメッセージを読み取った後、行または、その出力リ
ンク上のメッセージを以下のステージにリリースします。
v 別の WebSphere MQ ステージ
v Transformer ステージ
v その他のすべてのアクティブまたはパッシブ・ステージ
行またはメッセージは、次にアプリケーションにふさわしく処理されます。

作業単位の処理
キューを処理する別の方式には、キューからメッセージを読み取るだけでなく、メ
ッセージが正常に処理された後にキューからそのメッセージを取り除くことが含ま
れます。そのために、IBM WebSphere MQ ステージは、作業単位を使用してトラン
ザクション制御をキュー管理に組み込んでいます。WebSphere MQ ステージでは、1
つのキュー・マネージャーへの接続に対して専用の、そのコンテキスト内の作業単
位をローカルに定義できます。これは、InfoSphere DataStage が、キューから読み取
り、メッセージの内容を変換し、次にその情報を別のキューに送達するときに役立
ちます。トランザクションを制御するには Transformer ステージを使用する必要が
あり、トランザクション制御をオンにする必要があります (『トランザクションの
グループ化有効』を参照)。
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注: グローバル作業単位は、メッセージの読み取り、SQL 挿入の実行のように MQ
や RDBMS 境界を超えます。このグローバル作業単位は、現在のところサポートさ
れていません。現在、ローカル作業単位のみがサポートされます。
InfoSphere DataStage は、作業単位を次のように処理します。
1. 読み取り元破棄を行わないキュー参照を使用してキューを読み取ります。
メッセージは読み取りの後もソース・キューに残ります。メッセージが正常に処
理されるまでメッセージをキューから取り除くのは賢明でないので、このように
しています。リーダー WebSphere MQ ステージには、処理の成否を判別する方
法はありません。
2. メッセージを処理します。
3. メッセージの 2 回目の読み取りを実行します。
4. ターゲット・キューへメッセージを書き込みます。
5. キュー・コミットを実行します。
コミットする前にジョブが失敗した場合、オリジナル・メッセージはソース・キ
ューに残っています。この機能は、queue get、queue put とコミットおよびロー
ルバック呼び出しに対する、同期点制御オプションでサポートされています。ジ
ョブが成功した場合、オリジナル・メッセージはコミットの一環として削除され
ます。
ジョブ・シナリオ:
このタスクについて
以下のジョブで、WebSphere MQ ステージがローカル作業単位を処理する方法を示
します。入力および出力リンクについて詳しくは、「入力」ページの『全般タ
ブ』、および「出力」ページの『全般タブ』を参照してください。

図 1. 論理行に分割されるメッセージを示すジョブ・フロー

Transformer ステージは物理メッセージを論理行に分割し、論理行は、別々の入力リ
ンクの WebSphere MQ 書き込みステージに送信できます。入力リンクはオリジナ
ル・メッセージを再読み取りするため、これらのメッセージ書き込みは、ローカル
作業単位に調整できます。
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「入力」ページの「トランザクション処理」タブが、トランザクション制御グルー
プの各リンクの役割を定義します。「入力」ページの「トランザクション処理」タ
ブについて詳しくは、『トランザクション処理』タブを参照してください。
最初のリンク、DSLink4 で、メッセージ ID を搬送する制御リンクを定義します。
このリンクは、書き込みではなく、メッセージ ID によって識別されたメッセージ
の読み取りを、自由奔放に行います。
DSLink5 での正常な書き込みで、作業単位はコミットされ、ソース・キューから削
除されます。書き込みが失敗すると、ロールバックし、その結果メッセージはソー
ス・キューに残ります。
3 つ以上のキューが、オリジナル・メッセージまたはメッセージの変換処理を受信
する場合は、WebSphere MQ ステージへの入力リンクが 3 つ以上あることを示しま
す。この場合は、最後のリンクのみによって成功についてのコミットが行われま
す。制御リンクを含む入力リンクでの失敗はロールバックを引き起こし、オリジナ
ル・メッセージはそのままとなります。
次のセクションで、WebSphere MQ ステージが、以下のことを行う間に、作業単位
およびトランザクション制御を統合する方法の詳細を示します。
v 参照モードでのキューの読み取り
v メッセージ ID を使用した、宛先キューへのメッセージの書き込み
v ローカル作業単位のキュー・コミットの実行
読み取りキュー: IBM WebSphere MQ ステージは、参照モードでキューからメッ
セージを読み取り、その出力リンクの行またはメッセージを Transformer ステージ
にリリースします。参照モード読み取りは非破棄です。
行には、データ・フローに沿って、トランザクション制御を整合する Transformer
ステージに移動する固有のメッセージ ID が含まれています。この Transformer ス
テージは、書き込み用の同じ WebSphere MQ ステージに入る 2 つ以上の出力リン
クに分岐します。
ターゲット・キューへのメッセージの書き込み: Transformer ステージは、出力リ
ンクのセットをトランザクション・グループとして定義します。トランザクショ
ン・グループのいずれかのリンクは、制御リンクとして定義されます。制御リンク
で定義する必要がある唯一の列は、メッセージ ID です。
キュー・コミットの実行:
このタスクについて
複数入力リンクの IBM WebSphere MQ ステージにおいて、制御リンクは、リンク
上に指定された固有のメッセージ ID を使用して、ソース・キューのオリジナル・
メッセージを再読み取りします。
キューの読み取りは、次に同期点制御下で実行されます。すなわち、トランザクシ
ョンの開始を意味します。ステージでは、そのターゲット・キューに、トランザク
ション・グループのその後続のリンクごとに、メッセージを書き込みます。
キュー書き込みが失敗すると、WebSphere MQ ステージは再読み取りメッセージに
基づいてキューのロールバックを実行し、オリジナル・メッセージはキューに残り
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ます。しかし、すべてのキュー書き込みが成功すると、ステージはキュー・コミッ
トを実行し、オリジナル・メッセージはキューから削除されます。
メッセージと InfoSphere DataStage 行間に 1 対多の関係が存在すると、トランザク
ション制御はサポートされません。この状態は、以下のことを行って回避します。
v 「出力」ページの「全般」タブの「レコードの終端を無視」フィールドを使用し
て、論理行の終端文字としての CRLF を無視します (「全般」タブを参照)。
v 列の数によって指定された列の合計結合長を、メッセージの最低サイズに設定し
ます。
トラブルシューティング: このセクションでは、発生する可能性のある問題と、そ
の解決方法について説明します。
無限ループのトラブルシューティング:
このタスクについて
同じプロセス内で同じキューに対して読み取りと書き込みをすると、「メッセージ
制限」で指定した最大数に達するまで、キューへの書き込みが繰り返し実行されま
す。無限ループの結果となるおそれもあります。この問題を避けるためには、次の
いずれかを実行します。
v 「メッセージ制限」。ステージがメッセージ読み取りを終了するための正の値を
指定します。「出力」ページの「全般」タブのパラメーターについて詳しくは、
「全般」タブを参照してください。
v 「ステージング領域」。一時ストレージのステージング領域として Sequential
File ステージを使用します。そして、キューへメッセージを書き戻す、もう 1 つ
のプロセスを追加します。
キュー・マネージャー構成のトラブルシューティング:
1 プロセス当たり 1 つのキュー・マネージャーへしか接続が許可されません。この
制限を解除するには、次のいずれかを実行します。
v 「リモート・キュー定義」。第 2 キュー・マネージャーに属しているキューをリ
モート・キュー定義としてプライマリー・キュー・マネージャーに構成します。
v 「クラスター」。プライマリー・キュー・マネージャーとリモート・キュー・マ
ネージャーをクラスターとして構成します。これで、ローカル・キュー・マネー
ジャーから、異なる複数のキュー・マネージャーに属するキューにアクセスでき
るようになります。
v 「ステージング領域」。一時ストレージのステージング領域として Sequential
File ステージを使用します。そして、キューへメッセージを書き戻す、もう 1 つ
のプロセスを追加します。これで、各プロセスがそれぞれ専用のキュー・マネー
ジャーへの専用の接続を持ちます。

応答およびレポート・メッセージ
キュー読み取りが発生したとき、ステージによって読み取られるメッセージによっ
ては、返りの応答またはレポート・メッセージを要求できるものもあります。これ
らの要求は通常はアプリケーションに固有であるため、IBM WebSphere MQ ステー
ジは、送信アプリケーションによって要求された応答またはレポート・メッセージ
を返しません。
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しかし、ジョブ・シナリオで説明されるジョブ・シナリオにおいて、ジョブ内のメ
ッセージは、メッセージの発信元により定義されたメッセージ記述子情報を保存し
ます。メッセージがその意図する宛先に到達すると、宛先アプリケーションは、発
信元アプリケーションにより要求された応答およびレポートを提供します。

セキュリティー
オブジェクト権限マネージャー (OAM) は、UNIX および Microsoft Windows シス
テム上の IBM WebSphere MQ のコマンドおよびオブジェクト管理用のデフォルト
許可サービスです。これは、オペレーティング・システムのユーザー・グループに
対応するアクセス制御グループを使用して、キュー・マネージャーおよびキューへ
のアクセスを許可します。アプリケーションのユーザー ID によって、WebSphere
MQ オブジェクトへのアクセスが決まります。 OAM は、ユーザー独自のセキュリ
ティー・サービスによって置き換えることも、実行することもできます。
メッセージがキューに書き込まれる際、キュー・マネージャーはメッセージ記述子
にユーザー名を指定します。次にデフォルトの OAM は、このユーザー名に基づい
てアクセスを許可します。キュー・マネージャーは、デフォルトではオペレーティ
ング・システムからユーザー名を獲得します。しかし、アプリケーションは、その
独自のユーザー ID を指定できますが、それは有効なオペレーティング・システ
ム・ユーザーでなければなりません。
ステージ・プロパティーのユーザー名とパスワードを使用して、ジョブを実行する
ユーザーの ID を変更できます。ステージは、一度認証されると、以下のようにユ
ーザー名を使用してキュー・マネージャーに接続します。
v メッセージ書き込みの場合。 メッセージの ID コンテキストは、変更されて、指
定されたユーザーを反映します。
v メッセージ読み取りの場合。 指定されたユーザーに関連する権限は、キュー・マ
ネージャーがメッセージの可用性を判別する場合に使用します。
Windows。 Windows の場合、ジョブを実行する IBM InfoSphere DataStage ユーザ
ーには、Windows アドミニストレーターによって「トークン・オブジェクトの作
成」ポリシーが付与されている必要があります。このユーザー・ポリシーなしに
は、ユーザーは WebSphere MQ ステージのユーザー名プロパティーで指定されたユ
ーザーの偽名を使用できません。
アドミニストレーター・グループ。 デフォルトでは、アドミニストレーター・グル
ープに属するユーザーには、システムのキュー・マネージャーおよびローカル・キ
ューへのコンプリート・アクセス権限があります。アドミニストレーター・グルー
プの例を、以下に示します。
v Windows のアドミニストレーター
v UNIX 上の root
v 両オペレーティング・システム上の WebSphere MQ mqm グループ
その他のユーザーには、各種 WebSphere MQ オブジェクトに対する明示的なアクセ
ス権限が与えられる必要があります。
setmqaut ユーティリティー。 OAM を使用する場合は、setmqaut ユーティリティ
ーを使用して、その他のオペレーティング・システム・ユーザーに必要な許可を付
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与します。入力および出力リンクには、以下の最小限の許可が必要です。非アドミ
ニストレーター・ユーザーが WebSphere MQ ステージ・インスタンスを含むジョブ
を実行するには、以下の許可が必要です。
v 出力リンク (読み取り)
– キュー・マネージャーでの接続
– キューでの獲得および参照
v 入力リンク (書き込み)
– キュー・マネージャーでの接続
– キューでの書き込みおよび passall
v 名前リスト付き入力リンク (配布リスト書き込み)
– キュー・マネージャーでの接続
– 名前リスト上の Inq
– 名前リストのすべてのキュー名での書き込みおよび passall
v ローカル作業単位内の入力リンク (作業単位について詳しくは、『作業単位の処
理』を参照)
– 宛先によっては、前の許可を参照 (キューまたは名前リスト)
– 同期点読み取りのキューでの獲得

WebSphere MQ 接続の定義
ステージ GUI を使用して IBM WebSphere MQ ステージを編集する際、
「MQSeries ステージ」ダイアログ・ボックスが開きます。このダイアログ・ボック
スには、「ステージ」、「入力」、「出力」ページがあります (ステージへの入力
であるか、ステージからの出力であるかによって異なります)。この場合、ステージ
からの出力はありません。
v 「ステージ」。このページは、編集しているステージの名前を表示します。「全
般」タブは、WebSphere MQ 接続を定義します。詳しくは、キュー・マネージャ
ーへの接続を参照してください。
「NLS」タブでは、ステージで使用する文字セット・マップを定義します。この
タブは、InfoSphere DataStage 用の NLS をインストールしている場合に限り、表
示されます。詳しくは、文字セット・マップの定義を参照してください。
v 「入力」。このページは、このステージへの入力リンクがある場合にのみ表示さ
れます。これは、メッセージが書き込まれるキューまたは名前リストを指定しま
す。また、優先順位、メッセージのタイプ、メッセージの持続性およびキューへ
のメッセージの書き込み方を指定します。
v 「出力」。このページは、このステージへの出力リンクがある場合にのみ表示さ
れます。これは、ステージがメッセージの読み取りを停止するための条件を指定
します。また、論理 InfoSphere DataStage 行の終了処理の方法およびメッセー
ジ・トラッキング・オプションを指定します。
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IBM WebSphere MQ ステージの定義
このタスクについて
「MQSeries ステージ」ダイアログ・ボックスからの IBM WebSphere MQ ステージ
の定義の主なステップは次のとおりです。

手順
1. キュー・マネージャーに接続します (『キュー・マネージャーへの接続』を参
照)。
2. オプション: 文字セット・マップを定義します (文字セット・マップの定義を参
照してください)。
3. ターゲット・ステージの場合は、入力リンクのデータを定義します (WebSphere
MQ 入力データの定義を参照)。または、ソース・ステージの場合は、出力リン
クのデータを定義します (WebSphere MQ 出力データの定義を参照)。
4. 「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。変更は、ジョ
ブ・デザインを保存するときに保存されます。

キュー・マネージャーへの接続
IBM WebSphere MQ 接続パラメーターは、「ステージ」ページの「全般」タブで設
定されます。
WebSphere MQ キュー・マネージャーに接続するには、次の情報を指定します。
v 「キュー・マネージャー」。ステージが接続するキュー・マネージャーの名前。
これは必須フィールドです。
v 「ユーザー名」。キュー・マネージャーに接続できる代替ユーザー名。このフィ
ールドが空きのままであれば、InfoSphere DataStage 接続情報が使用されます。
「ユーザー名」は、UNIX プラットフォームではアクティブではありません。
v 「パスワード」。指定されたユーザー名のパスワード。「ユーザー名」が省略さ
れる場合は、無視されます。「パスワード」は、UNIX プラットフォームではア
クティブではありません。
v 「説明」。オプション。ステージの目的の説明。

文字セット・マップの定義
このタスクについて
プラグイン・ステージの文字セット・マップを定義できます。これは、「ステー
ジ」ページに表示される「NLS」タブで行います。「NLS」タブは、NLS がインス
トールされている場合にのみ表示されます。
次のボタンとフィールドを使用して、情報を指定します。
v 「ステージで使用するマップ名」。プロジェクトまたはジョブのデフォルトの文
字セット・マップを定義します。リストからマップ名を選択することで、マップ
を変更できます。
v 「ジョブ・パラメーターを使用...」。ジョブのパラメーター値を指定します。
#Param# の形式を使用します。ここで、Param はジョブ・パラメーターの名前で
す。ストリング #Param# は、ジョブが実行されるときに、ジョブ・パラメータ
ーに置き換えられます。
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v 「すべてのマップを表示」。IBM InfoSphere DataStage 付属のすべてのマップを
リストします。
v 「ロードしたマップのみ」。現在ロードされているマップのみをリストします。

IBM WebSphere MQ 入力データの定義
メッセージをメッセージ・キューに書き込むとき、IBM WebSphere MQ ステージは
入力リンクを持ちます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、ステージ
GUI の「MQSeries ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで定義しま
す。

「入力」ページについて
「入力」ページには、「入力名」フィールド、「全般」、「オプション」、
「列」、「トランザクション処理」タブ、「列...」ボタンがあります。
v 「入力名」。入力リンクの名前。編集するリンクを「入力名」リスト・ボックス
から選択します。3 つ以上のキューが、オリジナル・メッセージまたは変換後の
メッセージを受信する場合は、複数の入力名が表示されます。最初のリンクは、
制御リンクを定義できます。制御リンクはキュー読み取りを実行します (オリジ
ナル・メッセージの再読み取り)。しかし、リンク実行の順序はトランスフォーマ
ーで変更できます。実行の順序を決定するには、次のようにします。
– カーソルをジョブ・フロー・ダイアグラムのリンクの上に置きます。ツールチ
ップにリンクの実行順序が表示されます。
– トランスフォーマー・エディターを開きます。右のペインの出力リンクのシー
ケンスは、実行の順序を示します。
実行シーケンスを変更するには、「出力リンク実行順序」をクリックします。
「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示され、
「ステージ」ページの「リンク順序」タブが開いています。
– 「入力」ページの「トランザクション処理」タブを選択します。「トランザク
ションのグループ化有効」を選択します。実行順にリンクがリストされます。
v 「列...」。ボタンをクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表
示します。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示
したままにしておくことができます。
注: 入力リンクでは「データ参照」はサポートされません。
「全般」タブ:
このタブは、デフォルトで表示されます。これには次のフィールドがあります。
v 「キュー名または名前リスト」。メッセージの書き込み先のキュー名または名前
リスト。名前リストを指定すると、メッセージは名前リストの各キューに書き込
まれます。トランザクション・モードでは、名前リストのすべてのキューへの書
き込みが成功しなければ、メッセージの書き込みはコミットされません。
v 「メッセージごとの行数」。ステージが書き込みを実行するまでにバッファリン
グする行数。デフォルトでは、入力リンクに 1 行到着するたびに 1 回書き込み
が実行されます。
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v 「メッセージ優先順位」。キューに書き込まれるメッセージの優先順位。値が -1
であれば、メッセージはキュー・マネージャーのデフォルトの優先順位で書き込
まれます。0 が最下位の優先順位です。指定の優先順位がキュー・マネージャー
によってサポートされている最大優先順位を超えている場合、キュー・マネージ
ャーはメッセージを受け付け、それをキュー・マネージャーの最大優先順位でキ
ューに入れます。この場合、キュー・マネージャーは警告を返します。
v 「メッセージ・タイプ」。書き込まれるメッセージのタイプ。リスト・ボックス
には、IBM WebSphere MQ システムが定義するメッセージ・タイプの「要求」、
「応答」、「レポート」、「データグラム」が表示されます。また、ユーザー定
義のメッセージ・タイプを示す数値を入力できます。デフォルトは、データグラ
ム・メッセージです。
v 「メッセージの有効期限」。メッセージがキューに留まる時間の長さ (10 分の 1
秒単位)。メッセージがキューに留まっている時間が指定の時間を超えると、廃棄
されます。値 -1 は、時間が無制限であることを表します。値 0 は指定できませ
ん。
v 「メッセージ永続性」。キューに書き込まれるメッセージの永続性。次のいずれ
かの値を選択します。
– 「デフォルト」。メッセージは、キュー・マネージャーのデフォルトの永続性
でキューに置かれます。
– 「永続」。メッセージは、キュー・マネージャーを再始動したあとも残りま
す。
– 「非永続」。メッセージは、キュー・マネージャーを再始動すると残りませ
ん。
v 「メッセージ・フォーマット」。キューに書き込むメッセージのフォーマット。
次のいずれかの値を選択します。
– MQSTR
– MQRFH2
デフォルトは「MQSTR」です。
v 「応答先キュー」。キューの名前。「メッセージ・タイプ」が「要求」の場合、
オプションを使用してキューの名前を指定できます。
v 「応答先キュー・マネージャー」。キュー・マネージャーの名前。「メッセー
ジ・タイプ」が「要求」の場合、オプションを使用してキュー・マネージャーの
名前を指定できます。
v 「CCSID」。メッセージ内の文字データの文字セット ID。次に説明する 4 つの
デフォルト値のいずれかを選択するか、好きな値を指定してください。
– 「キュー・マネージャー」。キュー・マネージャーの文字セット ID。
– 「デフォルト」。デフォルトのコード化文字セット ID。
– 「継承」。この構造の継承された文字セット ID。
– 「埋め込み」。埋め込み文字セット ID。
デフォルトは「キュー・マネージャー」です。追加情報については、IBM
WebSphere MQ のドキュメンテーションを参照してください。
「オプション」タブ:
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「オプション」タブには、メッセージの書き込み方法を制御するオプションが含ま
れています。
このタブには、次のフィールドがあります。
v 「トランザクション失敗時に行をリジェクト」。メッセージを書き込もうとして
失敗したときのメッセージの処理。選択されていて、しかもプット・メッセージ
が失敗した場合、次の場合を除きジョブの実行は続行されます。
– MQRC_CONNECTION_BROKEN
– MQRC_MISSING_REPLY_TO_Q
– MQRC_NOT_OPEN_FOR_INPUT
– MQRC_PUT_INHIBITED
– MQRC_Q_DELETED
– MQRC_Q_FULL
– MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE
– MQRC_Q_MGR_STOPPING
– MQRC_CONNECTION_STOPPING
v 「VarChar 列を空白で埋めない」。メッセージの長さが VarChar 列の最大長よ
りも短い場合のメッセージの処理。選択されている場合、列はメッセージの後ろ
にスペースを埋め込みません。
「列」タブ:
このタブには、メッセージ・キューに書き込まれるデータの列定義が含まれます。
「列」タブは、ODBC ステージの「列」タブと同じように動作します。
注: 列幅のルールは、 129 ページの『列の長さのルール』で説明します。
「トランザクション処理」タブ:
このタブには、トランザクション制御グループの各リンクの役割を定義するパラメ
ーターがあります。このタブで、データ・ソースに書き込むときのステージのトラ
ンザクション処理機能を表示できます。
トランザクション処理の使用は、「トランザクションのグループ化有効」が選択さ
れているかどうかに依存します。コミットが発行される前に書き込まれる行数を指
定できます。
トランザクション制御情報の指定について詳しくは、トランザクション制御情報の
指定を参照してください。
「トランザクション処理」タブには次のフィールドが含まれます。
v 「トランザクションのグループ化有効」。このチェック・ボックスを選択する
と、現在選択されている入力リンクが属しているトランザクション・グループの
詳細をグリッドに表示します。「トランザクションのグループ化有効」は、少な
くとも 2 つの入力リンクがあれば有効になります。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せん。
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v 「トランザクションごとの行数」。データがデータ表にコミットされる前に書き
込まれる行数。ローカル作業単位構成を失敗させないようにするには、値を明示
的に 1 に設定します。
v 「スキップ時」。書き込みが成功した後で実行する操作。直前の Transformer ス
テージでトランザクションの制約条件が満たされなかったためにリンクがスキッ
プされたとき、トランザクションを続行するかロールバックするかを指定しま
す。リストから「続行」または「ロールバック」を選択します。「スキップ時」
は、「トランザクションのグループ化有効」を選択した場合に使用可能です。
v 「失敗時」。書き込みが失敗した後で実行する操作。トランザクションをロール
バックするように指定します。ロールバックすると、メッセージはソース・キュ
ーに残ります。「失敗時」は、「トランザクションのグループ化有効」を選択し
た場合に使用可能です。

トランザクション制御情報の指定
このタスクについて
他のセクションでも説明したように、1 つのデータ・ソースに書き込みを行う複数
の入力リンクをトランザクション・グループとして結び付けることができます。ト
ランザクションのグループ化機能は、「トランザクション処理」タブの「トランザ
クションのグループ化有効」チェック・ボックスを使用してオンまたはオフにしま
す (デフォルトでは選択されていません)。
「トランザクションのグループ化有効」が選択されていない場合は、「トランザク
ション処理」タブの「トランザクションごとの行数」フィールドに適切な値を入力
できます。このフィールドで、何行書き込まれたらデータをデータ表にコミットす
るかを指定します。デフォルト値は 0 で、すべての行が書き込まれてから、データ
表にコミットされます。
トランザクションのグループ化が有効である場合、リンクのグループ化には次のル
ールが適用されます。
v トランザクション・グループのすべての入力リンクは、同じ Transformer ステー
ジからのものでなければなりません。
v トランザクション・グループ内のリンクの順序は、前の Transformer ステージで
決められます。
v トランザクション・グループは、「トランザクションごとの行数」に 1 以外の値
を使用することはできません。
トランザクション・グループについて次の事項を認識している必要があります。
v トランザクションは、IBM WebSphere MQ ステージに先行する Transformer ステ
ージの各反復の最初に開始されます。前のトランザクションから残った、コミッ
トされていない変更はロールバックされます。
v トランザクション・グループのリンクは、Transformer ステージで指定された順番
どおりに処理されます。前の Transformer ステージで定められた制約により、個
別のリンクがスキップされることがあります。
v トランザクション・グループの各リンクは、障害時にロールバックするかどうか
を指定できます。いずれかのリンクでロールバックが実行されると、トランザク
ションが破棄され、グループの以後のリンクがスキップされます。
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v トランザクション・グループの各リンクは、そのリンクでの制約が満たされない
場合、ロールバックするように設定できます。また、そのようなロールバックで
トランザクションが破棄されると、グループの以後のリンクはスキップされるこ
とになります。
v 各リンクの行カウンターは、リンクに関連付けられたメッセージの書き込みが正
常に実行され、トランザクションのコミットが成功した場合のみ増分されます。
v 先行のリンクがロールバックを実行しなければ、トランザクション・グループの
最後のリンクが処理された後に、トランザクションは終了します。この場合、ト
ランザクションはそこで終了します。
トランザクション・グループでのリンク使用については、作業単位の処理を参照し
てください。

WebSphere MQ 出力データの定義
IBM WebSphere MQ キューからデータを読み取る ときは、WebSphere MQ ステー
ジに出力リンクがあります。このリンクのプロパティーと列定義は、「MQSeries ス
テージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義します。

「出力」ページについて
「出力」ページには、「出力名」フィールド、「全般」、「オプション」、「メッ
セージ・タイプ・オプション」、「オプション」、「メッセージ・フィルタリン
グ・オプション」、「メッセージ・トラッキング・オプション」、「サブスクリプ
ション」、「列」タブ、「列...」、「データ参照...」ボタンがあります。
v 「出力名」。出力リンクの名前。編集するリンクを「出力名」リスト・ボックス
から選択します。このリスト・ボックスには、すべての出力リンクが表示されま
す。
v 「列...」。ボタンをクリックして、出力リンクに指定された列の要約リストを表
示します。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示
したままにしておくことができます。
v 「データ参照」。ボタンをクリックして、IBM WebSphere キューを参照します。
すべての参照は非破棄読み取りを使用します。「読み取り元破棄」(「オプショ
ン」タブを参照) を選択すると、オプションは無視されます。
「データ参照」によって、「表示」ボタンを使用して表示する列を選択すること
ができ、挿入する列を選択できます。フィールドにバイナリー・データが含まれ
ている場合は、そのデータは疑問符 (?) で置き換えられ、データに特別な意味が
ない場合に正しく画面に表示されるようにします。バイナリー・データにセマン
ティックな意味がある場合、ステージは、セマンティックな意味を表示できるフ
ィールドにデータを変換しようと試みます。
メッセージ・フィルターは、参照できます。「メッセージ・フィルタリング・オ
プション」タブを参照してください。
「待ち時間」、「メッセージ制限」、および「データの終わりメッセージ」(「全
般」タブを参照) を組み合わせると、キューの参照を終了させます。「待ち時
間」は、待ち時間が延長されないように、内部的に 0 に設定されます。
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– 「メッセージ制限」の値を 0 に設定すると、キュー内のすべてのメッセージ
が表示されます。
– 「メッセージ制限」の値を n に設定すると、キュー内の n 個のメッセージが
表示されます。
– n がメッセージ数よりも大きい場合、「データの終わりメッセージ」の値が、
メッセージの終了をシグナル通知します。
次の例では、参照キューは、10 個のメッセージが含まれているとしていま
す。
– 「メッセージ制限」が 0 に設定されると、10 個のメッセージが表示されま
す。
– 「メッセージ制限」が 5 に設定されると、5 個のメッセージが表示されま
す。
– 「メッセージ制限」が 100 に設定されると、待機なしで 10 個のメッセージ
が表示されます。
– 「メッセージ制限」が 10 に設定されると、10 個のメッセージが表示されま
す。
注: 「ステージ」ページの「キュー名」に値を指定していなければ、「データ
参照」はアクティブではありません。
「全般」タブ:
このタブは、キュー名、メッセージの読み取りの停止に必要なジョブ制御、メッセ
ージ・トラッキング・オプションを入力するためのインターフェースを提供しま
す。
IBM WebSphere MQ キュー・ステージは、キューからのメッセージ読み取りを終了
するタイミングを認識する必要があります。メッセージは予想どおりにも不規則に
も送達できるため、データ・セットの論理的な終了を特定するのは困難です。
ステージがキューからのメッセージの読み取りを停止するタイミングは、出力リン
クのプロパティーで制御します。これらのプロパティーは、相互排他的ではありま
せん。ステージは、これらのうち最初の条件が一致したときに、データ・メッセー
ジの終了を返します。次のことを定義できます。
v メッセージが到着するのを待機する時間
v データの終了に達したときに送信されるメッセージ
v キューから読み取るメッセージの数
出力リンク・プロパティーは次の読み取りオプションも提供します。
v キューでのメッセージの保守
v 読み取り直後の各メッセージの削除
v ジョブ正常終了時のメッセージの削除
「全般」タブには、次のフィールドがあります。
v 「キュー名」。メッセージの読み取り元のキュー名。
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v 「待ち時間」。キューからメッセージが読み取られるのを待機する秒数。この時
間が経過してもメッセージが入手できなければ、ジョブは終了します。次のいず
れかの値を選択します。
– 0 は、メッセージの到着待ちをしません。
– -1 は、メッセージが到着するまで無期限に待ちます (デフォルト)。
– 正整数 n で、待ち時間の秒数を指定します。
5 分より長い待ち時間を指定すると、5 分間隔で切り上げられます。例えば、
7 分を指定すると、実際の待ち時間は 10 分になります。
v 「メッセージ制限」。キューから読み取るメッセージの数。このフィールドに正
の整数 (0 より大きい値) を指定した場合、ステージは、指定した数のメッセージ
を読み取ると、キューにメッセージが残っていてもメッセージ読み取りを終了し
ます。デフォルト値の 0 は、「メッセージ制限」ではデータの終了を表せないこ
とを示します。
注: 次のすべてを満足する条件を設定した場合は、ジョブが終了できなくなるた
め、警告メッセージが出力されます。
– 「待ち時間」が -1
– 「メッセージ制限」が 0 以下
– 「データの終わりメッセージ」が 0
v 「データの終わりメッセージ」。メッセージ・ディスクリプターに保管され、ユ
ーザー定義メッセージ・タイプを示す整数。デフォルト値の 0 は、メッセージ読
み取りの終了を知らせる特別メッセージが期待されていないことを示します。一
般的に、ステージは、データグラムまたは要求メッセージを処理します。ステー
ジは、この整数に一致するタイプをもつメッセージを受け取ると、処理を終了し
ます。次の MQ 定数は、ユーザー定義メッセージ・タイプの上限値および下限値
で、「データの終わりメッセージ」値に期待される範囲を定義します。
– MQMT_APPL_FIRST
– MQMT_APPL_LAST
MQMT_APPL_FIRST から MQMT_APPL_LAST までの整数を指定できます。
v 「説明」。オプション。出力リンクの説明。
注: 「メッセージ制限」に達しなかったり、「データの終わりメッセージ」を受
信しなかったりした場合、ジョブは無期限に実行し続けるおそれがあります。こ
れを避けるため、「出力」ページの「全般」タブで、「待ち時間」に適切な値を
指定してください。
「オプション」タブ:
このタブには、メッセージの読み取り方法を決めるオプションがあります。「オプ
ション」タブには次のチェック・ボックスが含まれます。
v 「読み取り元破棄」。実行される読み取りのタイプ。選択されていない場合 (デ
フォルト)、読み取り後もメッセージはキューに残ります。選択されている場合、
各メッセージは読み取り直後にキューから削除されます。
注: ローカル作業単位を持つジョブでは「読み取り元破棄」を使用しないでくだ
さい (作業単位の処理を参照)。
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v 「ジョブ終了時に一度だけコミット/バックアウト」。実行される読み取りの細分
のタイプ。このチェック・ボックスは「読み取り元破棄」が選択されている場合
のみアクティブです。「ジョブ終了時に一度だけコミット/バックアウト」が選択
されている場合、メッセージはジョブが正常に終了したときのみ削除されます。
ジョブが正常に終了しなかった場合、メッセージはキューに残ります。選択され
ていない場合 (デフォルト)、各メッセージは読み取り直後にキューから削除され
ます。
複数のプロセスから構成されているジョブでは、「ジョブ終了時に一度だけコミ
ット/バックアウト」は使用しないでください。次の例では、ジョブは表またはフ
ァイルに書き出し、その表またはファイルから読み取ります。IBM InfoSphere
DataStage は、この構成で複数のプロセスを導入します。

図 2. 複数のプロセスと 1 つのターゲット・ファイルのジョブ・フロー

次の例では、WebSphere MQ ステージに直接リンクされた 2 つのターゲット・
ファイルがあり、InfoSphere DataStage はここでも複数のプロセスを導入します。

図 3. 複数のプロセスと 2 つのターゲット・ファイルのジョブ・フロー

第 3 章 概要

123

注: AFTER SQL ステートメントが失敗しジョブが異常終了した場合、メッセー
ジは既に正常にターゲットに移動されているので、「ジョブ終了時に一度だけコ
ミット/バックアウト」が選択されていても、メッセージはキューから削除されま
す。
v 「レコードの終端を無視」。ステージが、メッセージ・ストリームの復帰または
改行を論理 InfoSphere DataStage 行の終了と見なさないことを指定するチェッ
ク・ボックス。選択されていない場合は、復帰または改行は、論理 InfoSphere
DataStage 行の終了であることを示します。したがって、1 つの WebSphere MQ
メッセージが複数の InfoSphere DataStage 行になる場合があります。
v 「バッファー不一致時に切り捨て」。メッセージを切り捨てるかどうかを指定す
るチェック・ボックス。選択されていて、バッファー・サイズが着信メッセージ
よりも小さい場合、ステージはメッセージを切り捨てます。選択されていて、バ
ッファー・サイズが着信メッセージよりも大きい場合、ステージはメッセージを
ブランクまたはゼロで埋め込みます。選択されていない場合 (デフォルト)、バッ
ファー・サイズが着信メッセージよりも小さければ、ステージはメッセージを複
数の行に分割します。
v 「VarChar 列を空白で埋めない」。メッセージの長さが VarChar 列の最大長よ
りも短い場合のメッセージの処理。選択されている場合、列はメッセージの後ろ
にスペースを埋め込みません。「VarChar 列を空白で埋めない」は、「バッファ
ー不一致時に切り捨て」を選択しなければアクティブになりません。
v 「MQGET 呼び出し時にデータを変換」。自動変換を実行するかどうかを指定す
るチェック・ボックス。チェック・ボックスが選択されている場合、ステージは
Message Get Options 構造で MQGMO_CONVERT オプションを設定し、自動変
換が実行されます。チェック・ボックスが選択されていない場合 (デフォルト)、
ステージは MQGMO_CONVERT オプションを設定せず、自動変換は実行されま
せん。
「メッセージ・タイプ・オプション」タブ:
このタブには、メッセージの読み取り方法を決めるオプションがあります。
「メッセージ・タイプ・オプション」タブには、追加値を指定するための複数のチ
ェック・ボックスと場所が含まれます。選択したメッセージ・フィルタリング・オ
プションに一致するメッセージ・タイプを持つメッセージのみが、キューから抽出
され、出力リンクで列として渡されます。「システム開始時」と「システム終了
時」は、システム固有値の範囲を構成します。「アプリケーション開始時」と「ア
プリケーション終了時」は、アプリケーション固有値の範囲を構成します。
「追加値」を使用して、特定の値を指定します。数および数の範囲は、コンマで区
切って指定できます。
チェック・ボックスによって示された値と「追加値」で提供された値は、処理のた
めに、コンマで区切られた 1 つのストリング値に連結されます。
「メッセージ・フィルタリング・オプション」タブ:
このタブは、メッセージをフィルタリングまたは検証するためのオプションを提供
します。各入力値は、指定の条件を満たさなければなりません。
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「メッセージ・フィルタリング・オプション」タブには次のフィールドが含まれま
す。
v 「フィルタリングを適用」。フィルタリングがアクティブであるかどうかを指定
するチェック・ボックス。選択されていない場合 (デフォルト)、フィルタリング
はアクティブではありません。
v 次の表は、フィルタリングできるプロパティーと、検証条件のリストです。
表 4. プロパティーと条件
プロパティー

検証条件

優先順位

0 から 999,999,999 の値

相関 ID

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 24 文字までの文字ストリング

グループ ID

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 24 文字までの文字ストリング

オフセット

0 から 999,999,999 の値

シーケンス

-1 から 999,999,999 の値

書き込み日付

YYYYMMDD (ジョブ・パラメーターでない
場合、各エレメントに対して 8 文字まで)

書き込み時刻

HHMMSSTH (ジョブ・パラメーターでない
場合、各エレメントに対して 8 文字まで)

メッセージ・フォーマット

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 8 文字までの文字ストリング

メッセージ・バッファー長

0 から 4194304 の値

オリジナル・ユーザー ID

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 12 文字までの文字ストリング

オリジナル・アプリケーション名

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 28 文字までの文字ストリング

オリジナル・アプリケーション・タイプ

1 から 999999999 の値

「メッセージ・トラッキング・オプション」タブ:
このタブは、メッセージをトラッキングするためにオプションを提供します。
「メッセージ・トラッキング・オプション」タブには、メッセージ・ディスクリプ
ターから抽出し、出力リンクで列として渡すことができるメッセージ・トラッキン
グ・データのサブセットが含まれます。メッセージ・トラッキング・データには、
次のものがあります。
v 「優先順位」。メッセージ優先順位
v 「相関 ID」。メッセージ相関識別子
v 「グループ ID」。メッセージ・グループ ID
v 「オフセット」。セグメント化メッセージのメッセージ・オフセット
v 「シーケンス」。メッセージ・シーケンス番号
v 「書き込み日付」。未変更メッセージの書き込み日付
v 「書き込み時刻」。未変更メッセージの書き込み時刻
v 「メッセージ・タイプ」。メッセージ・タイプ
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v 「メッセージ・フォーマット」。メッセージ・データのフォーマット名
v 「メッセージ・バッファー長」。読み取りから返されるメッセージの長さ
v 「オリジナル・ユーザー ID」。ユーザー識別子
v 「オリジナル・アプリケーション名」。メッセージを書き込むアプリケーション
の名前
v 「オリジナル・アプリケーション・タイプ」。メッセージを書き込むアプリケー
ションのタイプ
これらのメッセージ・トラッキング項目の列メタデータは、ユーザー・インターフ
ェースによって自動的に維持されます。
「サブスクリプション」タブ:
「出力」ページにある「サブスクリプション」タブは、パブリッシャー/サブスクラ
イバー通信モデルをサポートします。
「サブスクリプション」タブには次のフィールドが含まれます。
v 「サブスクライバーの登録/登録抹消」。サブスクライバーをIBM InfoSphere
DataStageの外側で登録するのか、あるいは、WebSphere MQ ステージを通して登
録するのかを指定するチェック・ボックス。選択した場合、ステージは、「サブ
スクライバーの登録」コマンドをサブミットします。
v 「トピック/複数トピック」。サブスクライバーにとって興味のあるトピック。関
心のあるトピックを入力します。ステージは、指定されたトピックと一致するメ
ッセージを読み取ります。
トピックは複数のレベルを指定できます。スラッシュ (/) を使用してレベルを区
切ります。
トピック名の最大長は、126 バイトです。
ステージはワイルドカードをサポートします。次を使用します。
– 複数レベルのトピックに一致するアスタリスク (*)。 (ポンド記号 (#) は
InfoSphere DataStage で特別な意味を持つため、使用できません。)
– 正符号 (+) は、1 つのレベルのトピックに一致します。
v 「ローカル・サブスクリプション」。ブローカーに、サブスクリプションがロー
カルであり、ネットワーク内の他のブローカーには配布しないように指示するチ
ェック・ボックス。パブリッシャーがローカルと指定している、このノードのパ
ブリケーションのみが、このサブスクライバーに送信されます。
v 「新規パブリケーションのみ」。新規パブリケーションのみ (サブスクリプショ
ンの登録時に保存されたものではない) が送信されることを指定するチェック・
ボックス。
v 「応答先キューがモデル・キュー名」。ブローカーが、モデル・キューである応
答キューにサブスクリプション応答を送信することを指定するチェック・ボック
ス。ステージは、実行時にモデル・キューを作成します。
v 「サブスクライバーの ID としての相関 ID」。メッセージ・ディスクリプター
の相関 ID がサブスクライバーの ID の一部であることを指定するチェック・ボ
ックス。
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v 「応答先キュー」。ブローカーがサブスクリプション応答を送信するキューの名
前。
v 「サブスクリプション名」。サブスクリプション名。指定された場合、従来の識
別に代わって、サブスクリプション名がサブスクリプションを識別するために使
用される単一フィールドです。
注: 従来の識別は、キュー・マネージャー、キュー、およびサブスクリプション
の参照に使用されるオプションの相関 ID です。
v 「相関 ID」。サブスクライバーの識別に使用される相関 ID 値。
混合メッセージ・フォーマットの読み取り:
このタスクについて
IBM WebSphere MQ ステージでは、例えば、ストリング、MQRFH2、および
NONE 形式などの、混合メッセージ・フォーマットを読み取るジョブのデザインが
可能です。 MQRFH2 形式でメッセージを読み取る場合は、「フィルタリングを適
用」を選択する必要があります。 「メッセージ・フィルタリング・オプション」タ
ブを参照してください。「フィルタリングを適用」が選択されない場合、ステージ
が読み取るのは、ストリング・フォーマットのメッセージのみです。
複数トピックからの選択読み取り:
このタスクについて
複数のトピックが同じキューにサブスクライブされている場合は、特定トピックの
読み取りを選択できます。「メッセージ・フィルタリング・オプション」タブで、
トピックの希望する名前を入力します。この入力では、大/小文字を区別します。複
数のトピックをフィルターに掛けることができます。コンマ ( , ) を使用して、ト
ピックを区切ります。トピック・フィルタリングが適用されるのは、MQRFH2 形式
のメッセージのみです。
注: このオプションを否定的に用いると、ステージのパフォーマンスに影響しま
す。
トピックが空でなく、メッセージ・フォーマットが MQRFH2 以外の場合、メッセ
ージの読み取りは、メッセージ・フォーマット・フィルターの設定によって異なり
ます。フォーマット・フィルターがない場合は、すべての非 MQRFH2 メッセージ
をジョブの次のステージに受け渡すことができます。
注: 読み取りを要求したトピックに限定する必要がある場合は、「メッセージ・フ
ォーマット」に MQRFH2 と入力します。 MQRFH ではありませんので、注意して
ください。
MQRFH2 ヘッダーの処理:
このタスクについて
ステージが行う MQRFH2 ヘッダーに関する処理は限定されています。「オプショ
ン」ページで「MQRFH2 ヘッダーの削除」を選択すると、次のステージに受け渡
されるのはメッセージ本文のみです。「MQRFH2 ヘッダーの削除」を選択解除する
と、MQRFH2 ヘッダーとメッセージ本文の両方が次のステージに受け渡されます。
「メッセージ・トラッキング・オプション」タブの「公開トピック」を選択する
と、MQRFH2 ヘッダーのトピックを追跡できます。 TopicName という列名が、
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「列」ページに追加されます。『「メッセージ・トラッキング・オプション」タ
ブ』を参照してください。
「列」タブ:
このタブには、選択したリンクで出力するデータの列定義が含まれます。IBM
WebSphere MQ ステージのデータ・エレメントについて詳しくは、列データ・エレ
メントの使用を参照してください。
メッセージ・トラッキング・オプションの選択は、次の「列」タブを示した表のよ
うに、出力リンクの列定義に影響を及ぼします。
表 5. 出力リンクの「列」タブの内容
NULL 可
能
表示

キー

SQL
タイプ

長さ

MessageID

いいえ

Char

24

いいえ

24

優先順位

いいえ

Integer

10

いいえ

10

GroupID

いいえ

Char

24

いいえ

24

PutDate

いいえ

Char

8

いいえ

8

PutTime

いいえ

Char

8

いいえ

8

MSGFld1

はい

Char

6

いいえ

6

MSGFld2

いいえ

VarChar

100

いいえ

100

MSGFld3

いいえ

VarChar

10

いいえ

10

列名

出力仕様

スケール

出力リンクの最初の列名は、必ず MessageID です。この列は、トランザクションの
状態で使用され、ソース・キューから同期点を読み取ります。詳しくは、作業単位
の処理を参照してください。
「MessageID」に続く 4 つの列名は、「出力」ページの「メッセージ・トラッキン
グ・オプション」タブで選択したメッセージ・トラッキング・オプションを表しま
す。列命名での重複を避けるために、これらの列名を変えることができます。
次の内容については、変更しないことをお勧めします。
v WebSphere MQ ステージがこれらの特殊な列を識別するのに使用するデータ・エ
レメント・タイプ。ただし、PutDate および PutTime トラッキング・オプショ
ンの代替データ・エレメント・タイプを選択できます。種々のメッセージ・トラ
ッキング・オプションを表すデータ・エレメントの説明は、列データ・エレメン
トの使用を参照してください。
v SQL タイプ。ステージが実行時に、列定義が選択したメッセージ・トラッキン
グ・オプションに対応していないことを検出すると、ジョブは異常終了します。
次の表は、「メッセージ・トラッキング・オプション」を表す列の「データ・エレ
メント」フィールドを示します。
表 6. メッセージ・トラッキング・オプションのデータ・エレメント
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データ・エレメント

説明

MQ.MSGID

メッセージ ID

MQ.PRIORITY

メッセージ優先順位
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表 6. メッセージ・トラッキング・オプションのデータ・エレメント (続き)
データ・エレメント

説明

MQ.GRPID

メッセージ・グループ ID

MQ.DATE

メッセージ・キュー書き込み日付 (GMT)

MQ.TIME

メッセージ・キュー書き込み時刻 (GMT)

残りの列 (MSGField1 など) は、WebSphere MQ メッセージに含まれるフィールド
の論理列名を表します。WebSphere MQ メッセージは、固定長レコードのストリン
グ・フォーマット・メッセージですが、最後の列だけは短くできます。したがっ
て、これらの列の文字データ・タイプと長さを指定してください。
列の長さのルール:
「入力」ページと「出力」ページの列のデータ長には、次のルールがあることに注
意してください。
v 列のデータが「表示」値で指定した列幅よりも短い場合、データが Char として
定義されている場合は、データには後続スペースが埋め込まれます。VarChar デ
ータの場合、「VarChar 列を空白で埋めない」が優先されます。
v 「表示」値で指定した列幅よりもデータが長い場合、指定の列幅に切り詰められ
ます (「入力」のみ)。
v 「表示」値で指定した列幅が空の場合、「SQL タイプ」とデータの精度 (「長
さ」値で指定) をもとにして、また、「バッファー不一致」(「出力」ページ) ま
たは「VarChar 列を空白で埋めない」(「入力」ページ) のどちらが選択されてい
るかをもとにして幅が決定されます。
SQL データ・タイプおよび仕様:
以下のリストは、SQL データ・タイプとその列幅の仕様の説明です。
v BigInt、Integer、SmallInt、TinyInt。 列幅は、オプション符号の場合は Length
(長さ) プラス 1 です。
v 数値、10 進数。 列幅は、オプション符号および小数点の場合は Length (長さ)
プラス 2 です。
v 浮動小数、実、二重。列幅は、オプション符号、10 進数、および指数式 (例え
ば、-1.2000e-009) の場合は、Length (長さ) プラス 7 です。
v 日付。列幅は、YYYY-MM-DD 形式を使用して 10 です。
v 時刻。 列幅は、24 時間 HH:MM:SS 形式を使用して 8 です。
v タイム・スタンプ。列幅は、YYYY-MM-DD HH:MM:SS 24 時間形式を使用して
19 です。
v その他。
(Unknown、Char、VarChar、LongVarChar、NChar、NVarChar、LongNVarChar、
Binary、VarBinary、および LongVarBinary、Bit など) これらは Length (長さ) と
同じです。
日付と時間は文字ストリングであるため、日付と時間を含むメッセージが
WebSphere MQ から InfoSphere DataStage、あるいはその逆に読まれる場合、
InfoSphere DataStage の日付と時間は内部形式になります。
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列データ・エレメントの使用
メッセージ ID に加えて、ほかのメッセージ記述子フィールドをリンク上で送信す
るように選択できます。これらのメッセージ・プロパティーを表す列定義は、実際
のメッセージ・データを表す列の前に表示されます。
キュー・マネージャーが生成するこれらのメッセージ記述子プロパティー (「優先
順位」を除く) のフォーマットは、ほかのダウンストリーム・ステージにとって意
味を持たない場合があります。
例えば、メッセージ「書き込み時刻」は HHMMSSTH で表され、T は 10 分の 1
秒、H は 100 分の 1 秒を表しています。この値は、HH:MM:SS.TH または内部
IBM InfoSphere DataStage 時刻形式で表すことができます。「書き込み日付」は
YYYYMMDD で表されます。
次に示すデータ・エレメントは、メッセージ書き込み日付と時刻に対する変換を指
定します。これらの変換処理は IBM WebSphere MQ ステージが実行するため、別
個の Transformer ステージは必要ありません。
v MQ.DATE.TO.TAG YYYYMMDD を YYYY-MM-DD に変換します。
v MQ.DATE.TO.DSDATE YYYYMMDD を InfoSphere DataStage の内部日付
(12/31/67 からの日数) に変換します。
v MQ.TIME.TO.TAG HHMMSSTH を HH:MM:SS.TH に変換します。
v MQ.TIME.TO.DSTIME HHMMSSTH を InfoSphere DataStage の内部時刻に変換
します。
次に示すデータ・エレメントは、メッセージ記述子プロパティーを対応する出力列
に関連付けます。これらは識別の目的にのみ使用され、メッセージ・データを変換
することはありません。ステージはこれらのエレメントを使用して、メッセージ記
述子に関連付けられた出力列を識別します。したがって、必要であればジョブ・デ
ザインで列名を変更できます。
v MQ.MSGID メッセージ ID。これは必須出力列です。
v MQ.PRIORITY メッセージ優先順位
v MQ.CORRID メッセージ相関 ID
v MQ.GRPID メッセージ・グループ ID
v MQ.OFFSET セグメント化メッセージのメッセージ・オフセット
v MQ.SEQUENCE メッセージ・シーケンス番号
v MQ.DATE 未変更メッセージの書き込み日付
v MQ.TIME 未変更メッセージの書き込み時刻
v MQ.MSGTYPE メッセージ・タイプ
v MQ.MSGTYPE.TO.STR ストリング値に変換されるメッセージ・タイプ
v MQ.MSGFORMAT メッセージ・データのフォーマット名
v MQ.MSGBUFLEN 読み取りから返されるメッセージの長さ
v MQ.PUTUSERID ユーザー識別子
v MQ.PUTAPPLNAME メッセージを書き込むアプリケーションの名前
v MQ.PUTAPPLTYPE メッセージを書き込むアプリケーションのタイプ

130

接続ガイド: IBM WebSphere MQ アプリケーション編

v MQ.PUTAPPLTYPE.TO.STR ストリング値に変換されたメッセージを書き込むア
プリケーションのタイプ
注: メッセージ ID、相関 ID、およびグループ ID データ・エレメントの列に
は、NLS マッピングができないバイナリー・データが含まれています。このデー
タを非 MQ Series ステージに書き込む場合は、「NLS」タブの「列ごとのマッピ
ングを許可」ボックスを選択した後で、非 MQ Series ステージのこれらの列につ
いて、列ごとに NLS をオフ にします (「入力」ページの「列」タブの「NLS マ
ップ」を「NONE」に設定する)。

IBM WebSphere MQ および Oracle データベースによるトランザクショ
ン処理
mqread および unitofwork の 2 つのステージは、MQSeries® メッセージ・バスから
Oracle データベースへのメッセージの転送を伴うトランザクション・アプリケーシ
ョンをサポートします。
注: トランザクション処理ジョブを実行できるのは SMP マシン上に限られ、すべ
てのノードの fastname は同じでなければなりません。

機能
mqread および unitofwork ステージの機能は、IBM MQ トランザクション・コーデ
ィネーターと連動して、MQSeries データ・キューからのデータをリアルタイムに
Oracle データウェアハウスに転送します。この処理では、データ損失を防ぎ、重複
実行を回避する 2 フェーズ・コミットが使用されます。
注: mqread および unitofwork ステージは、AIX プラットフォームでのみ実行しま
す。
注: unitofwork ステージは、Oracle データベースへの書き込みを排他的に行いま
す。

mqread ステージ
mqread ステージは、パレットのトランザクション・カテゴリーにあります。
mqread ステージは、MQSeries ソース・キューからのメッセージを読み取ります。
レコードが使用可能になると、mqread ステージは、それらを自動的に MQSeries 作
業キューに、作業キューのサイズが限界に到達するまで移します。このステージ
は、トランザクション内のレコードを個別の作業単位グループに分離します。グル
ープのサイズは、メッセージ・カウントおよびタイマー・オプションを使用して指
定する条件によって決まります。最初に出てくる条件で、作業単位内のレコード数
が決まります。各グループの最終レコードには、作業単位の終わりマーカーが付け
られます。ダウンストリーム・ステージは、マーカーを検出すると、次のグループ
のレコードを完全に処理するためにその元の状況にリセットされます。
mqread ステージの後には、MQ レコードにスキーマを実施するダウンストリーム・
インポート・ステージが続くことが予定されており、したがって、階層構造である
可能性があります。インポート・ステージの後、レコードは、参照および変換処理
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ステージによる処理のために、階層状にネストされたフィールドを最上位フィール
ドに引き上げることができる、リストラクチャリング・ステージに流れることがで
きます。

サンプル・ジョブ・フロー
以下に、mqread を含む部分サンプル・ジョブを示します。

mqread ステージの「プロパティー」タブ
mqread は、「ステージ」ページの「プロパティー」タブに開いています。「プロパ
ティー」タブは、テキスト・ボックスに加えて使用可能なオプションを mqread に
提示し、ステージ、各オプションに関する情報、および追加のオプションにオプシ
ョン値を指定します。このセクションでは、「プロパティー」タブについて説明し
ます。
オプション:
オプションは、mqread の働き方を制御します。
v EBCDIC からの変換。 EBCDIC メッセージを ASCII フォーマットに変換するか
どうかを InfoSphere DataStage に指示するインジケーター。有効値は真および偽
です。偽がデフォルトです。真を選択しても ASCII メッセージには影響しませ
ん。
v メッセージ・カウント。作業単位のメッセージ数。値が 0 の場合、mqread は、
単位の終わりマーカーの送信時の判別にメッセージ・カウントを使用しません。
デフォルトは 0 です。
v キュー・マネージャー。MQSeries キュー・マネージャーの名前。このオプション
は必須であり、許可されるキュー・マネージャーは 1 つのみです。タイプはスト
リングです。
v ソース・キュー。MQSeries ソース・キューの名前。このオプションは必須であ
り、許可されるソース・キューは 1 つのみです。タイプはストリングです。
v タイマー。単位の終わりマーカーの送信まで待機する秒数。値が 0 の場合、
mqread は、単位の終わりマーカーを送信するのにタイマーを使用しません。デフ
ォルトは 0 です。
v ストリング・データ・タイプの使用。出力メッセージがストリング・データ・タ
イプである必要の有無を InfoSphere DataStage に示すインジケーター。有効値は
真および偽です。デフォルトである偽は、生のデータ・タイプと同等です。
v 待ち間隔。空のソース・キューで待機する秒数。指定秒数の経過後、ソース・キ
ュー上にメッセージがなければ、ジョブは終了します。オプション。デフォルト
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値は -1 で、ジョブが無期限にアクティブであることを意味します。 0 の値は、
ジョブが空のソース・キューで待機しないことを意味します。メッセージは、直
ちにジョブを終了します。
v 作業キュー。MQSeries 作業 (または処理) キューの名前。このオプションは必須
です。タイプはストリングです。
v 作業キュー最大項目数。作業キューの最大項目数を制御する数値。このオプショ
ンは、mqread の間隔と unitofwork ステージを一致させるのに使用します。デフ
ォルト値の 0 は無制限項目数を意味します。この値は、メッセージ・カウントの
値以上でなければなりません。
v キー。mqread がハッシュ・パーティショナーを使用するかどうかを決定するオプ
ション。 mqread がハッシュ・パーティショナーを使用する場合、関連アカウン
トのメッセージは順番に処理されます。
– キー・オフセット。メッセージ内のハッシュ・キーの先頭までのオフセット長
を表す数値。
– キー長。ハッシュ・キーの長さを表す数値。
– ハッシュ。読み取りメッセージのハッシュをキー・フィールドに基づいて実行
すべきであることを、InfoSphere DataStage に指示するインジケーター。ハッ
シュが示されている場合に必要なのは、単一作業キューのみです。
– 分割。 関連メッセージを独立した作業単位グループに分割するよう mqread
に指示するインジケーター。これが選択されると、mqread は単位の終わりマ
ーカーを出してから、関連メッセージを出力リンクに送信します。
プロパティー値の入力:
このタスクについて
オプションの右側のテキスト・ボックスを使用して、強調表示されたオプションの
値を入力します。オプションが強調表示されていなければ、テキスト・ボックスは
使用できません。オプションが強調表示されている場合は、テキスト・ボックス名
がオプションの名前になります。オプションにデフォルトがある場合は、デフォル
トが表示されますが、デフォルトはすべてオーバーライドできます。
プロパティーに関する学習:
情報フィールドでは、強調表示オプションに関する記述情報を入手できます。
追加プロパティー:
mqread ステージの追加のオプションまたはサブオプションがある場合は、「追加可
能なプロパティー」フィールドにリストされます。

unitofwork ステージ
unitofwork ステージは、パレットのトランザクション・カテゴリーにあります。
unitofwork ステージは、それぞれ入力リンク番号によって識別される複数の入力を
受け入れ、入力ごとに 1 つずつ、複数の更新/削除/挿入照会を実行します。各入力
は、入力用の挿入、更新、および削除オプションに指定された SQL に一致させる
ために、異なるレコード・スキーマを持つことができます。 1 つ以上の Oracle デ
ータベースを含めることができます。出力データ・セットはありません。
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サンプル・ジョブ・フロー
以下に、mqread および unitofwork を含むサンプル InfoSphere DataStage ジョブを
示します。

unitofwork ステージの「プロパティー」タブ
unitofwork は「ステージ」ページの「プロパティー」タブに開いています。「プロ
パティー」タブは unitofwork ステージへの入力リンクを記述し、テキスト・ボック
スに加えステージ、各プロパティーに関する情報、および追加のオプションにプロ
パティー値を指定します。このセクションでは、「プロパティー」タブについて説
明します。
入力:
入力では 1 つ以上の入力リンクについて説明します。デフォルトは 1 つの入力リ
ンクです。追加のリンクの記述については、『追加する追加プロパティー』の『入
力リンク番号』をクリックしてください。
v 入力リンク番号。 サブオプションを関連付ける入力リンクの番号。タイプは整数
です。この番号は、入力リンクが複数あるときの IBM InfoSphere DataStage の標
準タブである、「リンク順序」タブで表示できます。入力リンク番号 にはいくつ
かのサブオプションがあります。
表 7. 入力リンク番号のサブオプション
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サブオプション

説明

DB オプション

データベース接続ストリングの名前。このサ
ブオプションは必須です。タイプはストリン
グです。

一致が見つからないときのアクション

参照のアクションが失敗です。DELETE また
は UPDATE ステートメントの WHERE 節
にレコードが含まれていない場合のオプショ
ンのアクション。有効値は続行とリジェクト
です。デフォルトは続行です。
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表 7. 入力リンク番号のサブオプション (続き)
サブオプション

説明

照会アクション

リンク上の入力データの照会アクション処理
のタイプ。有効値は以下のとおり
v 削除
v 挿入
v 挿入してから更新
v 更新
v 更新してから挿入
v ユーザー定義の照会
デフォルトは、「ユーザー定義の照会」。
照会アクションの最初の 5 つの値で、ジョ
ブの実行時に自動的に SQL 照会を生成しま
す。ユーザー定義の照会の値によって、SQL
照会を指定する必要があります。
プロパティーは必須です。
値がユーザー定義のアクション以外の場合に
は、照会アクションに 2 つの必須サブオプ
ションがあります。
v 「キー」。照会アクションとともに使用さ
れるキー列名。
v 「表」。照会アクションとともに使用され
る表名。

サーバー

データ・ソースのサーバーの名前

ユーザー定義の照会

リンク上の入力データの処理を指定するメイ
ン・ステートメント。照会アクションがユー
ザー定義の照会の場合は、ユーザー定義の照
会にメイン照会を挿入してください。

2 次照会

リンク上の入力データの処理を指定する 2
次ステートメント。このプロパティーはオプ
ションです。照会アクションがユーザー定義
の照会の場合は、2 次照会に 2 次照会を挿
入してください。

オプション:
オプションは、unitofwork の働き方を制御します。
v 「処理異常終了」。ノード当たりに許可されるリジェクトされたレコード数。デ
フォルト値は 0 です。
v 「配列サイズ」。データベースに結合されるホスト配列のサイズ。デフォルト値
は 1000 です。
v 「リジェクトの失敗」。レコードのリジェクト時のジョブの処理方法を
InfoSphere DataStage が決定するのに使用するインジケーター。真に設定される
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と、ジョブはリジェクトを失敗します。偽に設定されると、InfoSphere DataStage
はリジェクトをリジェクト・キューに移動します。デフォルトは偽です。
v 「ログ・キュー」。すべての正常なメッセージがログに記録される MQSeries キ
ューの名前。タイプはストリングです。
v 「リジェクトの前に付加」。リジェクト・メッセージの前に 512 バイトのリジェ
クト理由ストリングを付加することを InfoSphere DataStage に指示するのに使用
するインジケーター。有効値は真および偽です。デフォルトは偽です。
v 「キュー・マネージャー」。MQSeries キュー・マネージャーの 1 つ以上の名
前。このオプションは必須です。タイプはストリングです。
v 「リジェクト・キュー」。リジェクトされたメッセージが移動される MQSeries
キューの名前。
v 「作業キュー」。ジョブ・インスタンスが作業域として使用する MQSeries キュ
ーの名前。
プロパティー値の入力:
このタスクについて
オプションの右側のテキスト・ボックスを使用して、強調表示されたオプションの
値を入力します。オプションが強調表示されていなければ、テキスト・ボックスは
使用できません。オプションが強調表示されている場合は、テキスト・ボックスの
名前がオプションの名前です。オプションにデフォルトがある場合は、デフォルト
が表示されますが、デフォルトはすべてオーバーライドできます。
プロパティーに関する学習:
情報フィールドでは、強調表示オプションに関する記述情報を入手できます。
追加プロパティー:
mqread ステージの追加のオプションまたはサブオプションがある場合は、「追加可
能なプロパティー」フィールドにリストされます。
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第 4 章 WebSphere MQ の許可の構成
WebSphere MQ コネクターが指定されたキュー・マネージャーおよびキュー・オブ
ジェクトにアクセスできるためには、ユーザー ID (その証明情報のもとでコネクタ
ーは実行されている) に、特定の許可を付与する必要があります。

setmqaut コマンドおよび許可要件
setmqaut コマンドを使用して、ユーザー ID および MQ オブジェクトに許可を付与
したり、取り消したりします。
次のようなタスクを実行するために、ジョブ内で WebSphere MQ コネクターを使用
します。キュー・マネージャーへの接続を確立する、ソース・キューからメッセー
ジを読み取って、ジョブ内の他のステージが後から処理できるようにする、ジョブ
内のステージが作成するデータを取得して、それをメッセージとしてターゲット・
キューに書き込む、などです。
コネクターが指定されたキュー・マネージャーおよびキュー・オブジェクトにアク
セスできるためには、ユーザー ID (その証明情報のもとでコネクターは実行されて
いる) に、特定の許可を付与する必要があります。ユーザー ID に、オブジェクト
に対する必要な許可がない場合、コネクターは、MQ エラー・コード 2035
(MQRC_NOT_AUTHORIZED) をレポートします。
許可を付与すると、キュー・マネージャーに関連づけられた許可サービスは、ユー
ザー ID に付与されている許可のリストを検査して、特定の MQ オブジェクトに関
わる特定のオペレーションを実行することを、そのユーザー ID が許可されている
かどうかを判断します。
2 つの要因によって、許可が付与される ID が決定されます。コネクターはサーバ
ー・モードで実行されるのか、クライアント・モードで実行されるのか、また、例
えば、コネクターをテストするために、コネクターはジョブ内で実行されるのか、
デザイン時に起動されるのか、ということです。また、コネクターを実行するモー
ドによって、許可を設定する対象のオブジェクトは決定されます。一般的に、コネ
クターがアクセスする、キュー・マネージャー、キュー、および名前リストなどの
オブジェクトに対して許可を付与する必要があります。
コネクターを実行するモードに従い、setmqaut コマンドを使用して、次の許可の 1
つ以上を各 MQ オブジェクトに付与します。
v altusr – 代替ユーザー ID を指定して、キューのオープンに使用する。
v browse – キューにあるメッセージを参照する。
v connect – キューに接続する。
v dlt – 動的応答キューをクローズするときに自動的に削除する。
v dsp – モデル・キューに基づく動的キューを作成する。
v get – キューからメッセージを取得する。
v inq – MQ オブジェクトの属性について調べる。
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v put – キューにメッセージを書き込む。
v setall – メッセージに ID コンテキスト・フィールドと起点コンテキスト・フィー
ルドを設定する。
v setid – メッセージに ID コンテキスト・フィールドを設定する。
MQ オブジェクトに許可を付与する setmqaut コマンドを使用した後、REFRESH
SECURITY コマンドを発行して、キュー・マネージャーに対するセキュリティー・
キャッシュをリフレッシュします。例えば、キュー・マネージャー QMNAME のセ
キュリティー設定をリフレッシュするには、次のコマンドを発行します。
runmqsc QMNAME

MQSC エディターが開いたら、次の MQ コマンドを発行します。
REFRESH SECURITY

次の応答メッセージが、セキュリティー・キャッシュがリフレッシュされたことを
確認するために表示されます。
AMQ8560: WebSphere MQ セキュリティー・キャッシュがリフレッシュされました。

ユーザー ID
setmqaut コマンドを使用して、許可を付与する場合、許可を付与する対象の MQ オ
ブジェクトを指定し、許可を付与する先のプリンシパルまたはグループを指定する
必要があります。
プリンシパルおよびグループは、基礎となるオペレーティング・システム (OS) の
ユーザーおよびグループと対応します。UNIX および Linux システムでは、許可を
特定のユーザー ID に自動的に付与することによって、その特定のユーザー ID が
所属するグループの同じメンバーである他のすべてのユーザーに、同じ許可を付与
します。
許可を MQ オブジェクトに付与する場合、いずれのプリンシパルを指定するかを認
識する必要があります。指定するプリンシパルは、WebSphere MQ コネクターがサ
ーバー・モードで実行されるか、またはクライアント・モードで実行されるかによ
って異なり、また、実行されるジョブにおいて、実行時にコネクターを使用する
か、または、デザイン時にコネクターを使用するか (例えば、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナー 内のステージ・ダイアログから、接続をテス
トしたり、またはキューにあるメッセージを表示したりする場合) によって異なり
ます。
コネクターを含むジョブを開始する場合、コネクター・コードは、ジョブ処理の一
部として実行されます。ジョブ処理は、そのジョブを開始するユーザー ID の証明
情報の下で実行します。InfoSphere DataStage におけるユーザー ID と、オペレーテ
ィング・システムにおけるユーザー ID との間でマッピングを定義するには、IBM
InfoSphere Information Server コンソール を使用します。コネクターがサーバー・
モードで実行されている場合、MQ 許可は、ジョブを実行するユーザー ID に対し
て実行されます。コネクターがクライアント・モードで実行されている場合、許可
に対して使用されるユーザー ID は、クライアント接続チャネル定義で指定されま
す。
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コネクターは、「コネクター・ステージ」ダイアログから次のタスクのいずれかを
実行する際、デザイン時に実行されます。
v 「テスト」をクリックして、現在の接続定義をテストします。
v 「データ参照」をクリックして、指定されたキューにあるメッセージを表示しま
す。
v 「選択」をクリックして、キューにあるキュー・マネージャーをリストして、そ
の後、選択します。
コネクターがデザイン時に実行される場合、コネクターは、InfoSphere Information
Server エンジン層で実行されるプロセスの、ASB エージェント・プロセス内で実行
されます。Microsoft Windows では、このプロセスは、ビルトイン・ローカル・シス
テム・アカウントの下で、Windows サービスとして実行されます。UNIX および
Linux システムでは、プロセスは、特権ユーザー・アカウントの下で、デーモンと
して実行されます。
そのために、コネクターがサーバー・モードで実行中である場合、ローカル・シス
テム・ユーザー ID または特権ユーザー ID が、MQ アクセス制御検査に使用され
ます。コネクターがクライアント・モードで実行中である場合、MQ アクセス制御
検査に使用されるユーザー ID は、クライアント接続チャネル定義で指定されたユ
ーザーです。

サーバー・モード
サーバー・モードを使用して、WebSphere MQ コネクターは、キュー・マネージャ
ーに接続しますが、そのキュー・マネージャーは、コネクターを実行しているのと
同じコンピューター上になければなりません。
プロセス間の接続は、共有メモリー・セグメントやセマフォーなどのプロセス間通
信 (IPC) 機構を使用することによって直接的に確立され、システムのネットワー
ク・プロトコル・スタックは使用しません。一般的に、OS ユーザー (その証明情報
の下でコネクター・プロセスが実行している) は、アクセス制御検査が実行される
対象のユーザーです。

クライアント・モード
クライアント・モードを使用して、WebSphere MQ コネクターは、MQ チャネル経
由でキュー・マネージャーに接続します。
MQI チャネルは、IBM WebSphere MQ クライアント (コネクターが稼働する) と
WebSphere MQ サーバー (キュー・マネージャーが稼働する) との間の両方向論理
通信リンクです。MQI チャネルを WebSphere MQ クライアントと WebSphere MQ
サーバーで定義する必要があります。チャネルの WebSphere MQ サーバー側終端で
の MQI チャネル定義は、サーバー接続チャネル定義と呼ばれます。チャネルの
WebSphere MQ クライアント側終端での MQI チャネル定義は、クライアント接続
チャネル定義と呼ばれます。両方のチャネル定義は、同じ名前でなければなりませ
ん。
WebSphere MQ コネクターが WebSphere MQ サーバーに (例えば、キュー・マネ
ージャーへの接続を確立するため、あるいはキューにメッセージを書き込むために)
要求を発行する場合、コネクターがチャネルに要求を直接出すことはありません。
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その代わり、クライアント側のメッセージ・チャネル・エージェント (MCA) が、
コネクターに代わって要求を準備して、MQI チャネルに出します。要求のセキュリ
ティー・コンテキスト (コネクターを実行しているユーザー ID を含む) は、要求と
一緒に伝搬されます。その要求は、WebSphere MQ サーバーに到達します。そのサ
ーバーで、MQI チャネルのサーバー接続チャネル側と関連づけられる MCA が、要
求を受け取ります。その後、MCA は、WebSphere MQ サーバーで要求を発行しま
す。WebSphere MQ サーバー上の許可サービスは、サーバー接続チャネルで MCA
と関連づけられるユーザー ID に対するアクセス制御検査を実行します。多くの場
合、ユーザー ID は、クライアント側からの要求と一緒に伝搬されたユーザー ID
で、コネクターを実行しているユーザー ID と対応します。
ただし、サーバー接続チャネルで MCA と関連づけられるユーザー ID が、クライ
アント接続チャネルで MCA と関連づけられるユーザー ID と同じものにならない
ように、チャネルを構成することもできます。代替ユーザー ID を構成するには、
セキュリティー出口を使用するか、またはサーバー接続チャネル定義で MCAUSER
属性を設定します。
セキュリティー出口は、ユーザーが作成するプログラムです。そのプログラムは、
サーバー接続チャネル定義およびクライアント接続チャネル定義で指定します。
MCA が開始されると、セキュリティー出口は自動的に呼び出されます。セキュリテ
ィー出口を作成して、カスタマイズされた追加のセキュリティー・ルーチン (例え
ば WebSphere MQ クライアントを認証するために、WebSphere MQ サーバーを使
用する) を実行することができます。セキュリティー出口は、サーバー接続チャネ
ル MCA と関連づけられるユーザー ID をプログラマチックに指定できます。その
ようにして、アクセス制御検査を実行する際に、許可サービスは、その ID を使用
します。
サーバー接続チャネルを定義する際に、サーバー接続チャネルの MCAUSER 属性
を指定できます。属性の値として、サーバー接続チャネルで MCA と関連づけられ
るユーザー ID を指定できます。このユーザー ID は、チャネルから発行されてそ
の MCA 経由で受け渡される要求のアクセス制御検査を実行するのに使用されま
す。
要約すると、クライアント・モードで実行するコネクターに関して MQ オブジェク
トに許可を設定する際には、サーバー接続チャネル MCA と関連づけられるユーザ
ー ID に対する許可を設定しなければなりません。ユーザー ID は、クライアント
接続 MCA (コネクター側) から伝搬されるユーザー ID、サーバー接続チャネル・
セキュリティー出口によって提供されるユーザー ID、または、サーバー接続チャネ
ル定義で MCAUSER 属性値を設定することによって直接指定されるユーザー ID
の、いずれであっても構いません。

キューとモード
WebSphere MQ コネクターは、多様な、異なるキュー・タイプをサポートし、応答/
要求モードまたはパブリッシュ/サブスクライブ・モードで実行できます。
各キュー・タイプおよびモード・タイプの情報については、次のトピックを参照し
てください。
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別名キュー
別名キューを使用する前に、アクセス制御検査がキューに対してどのように実行さ
れるのかを確実に理解してください。
別名キューは、基本キューと呼ばれる他のキューを参照するオブジェクトです。
WebSphere MQ コネクターは、別名キューからメッセージを読み取り、別名キュー
にメッセージを書き込みます。別名キューが使用されるかどうかは、コネクターに
対しては完全に透過的です。コネクターは、別名キューを何か他のキューのように
取り扱います。別名キューにアクセスするようにコネクターを構成するには、キュ
ーの名前が必要なところにはすべて別名キューの名前を指定します。
アクセス制御検査は、別名キューに対してのみ実行され、基本キューに対しては実
行されないことに注意してください。したがって、ユーザー ID は、適切な許可を
持っていないようなキューにあるメッセージを取得、書き込み、および参照できる
ことがあります。例えば、ユーザー ID test にキュー QUEUE1 に対する put 許可
は付与されないが、別名キュー AQUEUE1 が定義され、ユーザー ID test に
AQUEUE1 に対する put 許可が付与される場合、ユーザー ID test は、メッセージ
を別名キュー AQUEUE1 に書き込むことができます。ユーザー ID test には、キュ
ー QUEUE1 にメッセージを書き込む許可がありませんが、別名キューが代わっ
て、メッセージを基本キュー QUEUE1 に置きます。
別名キューに対する許可を付与するには、他のタイプのキューに対する許可を付与
するときに使用する setmqaut コマンドの場合と同じ形式を使用します。例えば、次
のコマンドによって、別名キュー AQUEUE1 に対する put 許可をユーザー ID test
に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n AQUEUE1 -p test +put

リモート・キュー
「WebSphere MQ コネクターは、リモート・キュー・マネージャー (コネクターが
接続される先とは異なるキュー・マネージャー) にあるキューに、メッセージを書
き込むことができます。
リモート・キューにメッセージを書き込むには、キュー・マネージャー (コネクタ
ーが接続される先) に、リモート・キュー・マネージャーにあるキューを指示する
リモート・キュー定義がなければなりません。さらに、送信側/受信側チャネルは、2
つのキュー・マネージャー間で定義される必要があります。その後、コネクター
は、キュー・マネージャー (コネクターが接続される先) にあるリモート・キュー定
義にメッセージを書き込み、IBM WebSphere MQ は、そのチャネルを経由して、リ
モート・キュー・マネージャーにあるキューにメッセージを移動します。
チャネルを渡ってメッセージをリモート・キュー・マネージャーに移動するため
に、コネクターが接続される先のキュー・マネージャーは、伝送キューと呼ばれる
仲介キューを使用します。
リモート・キューにメッセージを書き込むようにコネクターを構成するには、ロー
カル・キューの名前を指定するのと同じ方法、すなわち「キュー名」プロパティー
に名前を入力することによってすべてのメッセージとして 1 回か、または入力リン
クの WSMQ.QUEUENAME データ・エレメント列を別々に作成することによって各
メッセージごとか、のいずれかで、リモート・キュー定義の名前を指定します。
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ローカル・キューに付与するのと同じ許可を、リモート・キュー定義に付与しま
す。したがって、リモート・キュー定義に対して put 許可を付与する必要がありま
す。例えば、次のコマンドは、キュー・マネージャー QM_A (リモート・キュー
QUEUE1 を指示し、リモート・キュー・マネージャー QM_B がホストする) にあ
るリモート・キュー定義 QUEUE1_REMOTE に対する put 許可をユーザー ID test
に付与します。
setmqaut -m QM_A -t queue -n QUEUE1_REMOTE -p test +put

コネクターが接続する先のキュー・マネージャーがホストする、リモート・キュー
定義に対してのみ、許可が付与されることに注意してください。キュー・マネージ
ャー間のチャネルを定義し、構成する必要があります。その後、その宛先にメッセ
ージを移動するキュー・マネージャー間でやりとりするコミュニケーションと、設
定される許可が、コネクターに対して完全な透過になります。

共有クラスター・キュー
共有クラスター・キューは、クラスター・キュー・クラスターに編成される複数の
キュー・マネージャーを渡って共有されます。
共有クラスター・キューにメッセージを書き込むように WebSphere MQ コネクター
を構成するには、「クラスター・キュー」プロパティーを「はい」に設定します。
共有クラスター・キューは、クラスター・キュー・クラスターに編成される複数の
キュー・マネージャーを渡って共有されます。クラスター内の唯一のキュー・マネ
ージャーで、あるいはクラスター内の複数のキュー・マネージャーで、クラスタ
ー・キュー・インスタンスを定義します。コネクターは、クラスター内の 1 つのキ
ュー・マネージャーに接続します。それによって、共有クラスター・キューにメッ
セージを書き込むようにコネクターを構成できます。
IBM WebSphere MQ が共有クラスター・キュー・インスタンスを選択し、そこにメ
ッセージを書き込むことができるように、コネクターを構成できます。あるいは、
メッセージを特定のキュー・インスタンスに書き込むように構成できます。
WebSphere MQ は、クラスター・キュー・インスタンスが最初にクラスター・キュ
ーを開くときに (「オープン時」)、あるいは、それぞれ別々のメッセージごとに
(「固定しない」)、クラスター・キュー・インスタンスを判別します。「固定しな
い」は、ワークロード・バランシングをサポートするのに使用されることがありま
す。また、クラスター・キュー定義で指定されたモード (「キュー定義と同じ」) を
使用するように、WebSphere MQ を構成することができます。「使用法」 > 「そ
の他のキュー設定」 > 「クラスター・キュー」 > 「バインディング・モード」プ
ロパティーで、クラスター・キュー・インスタンス (「オープン時」、「固定しな
い」、または「キュー定義と同じ」) を選択するのに使用するように、モードを指
定します。
特定のクラスター・キュー・インスタンスにメッセージを書き込むことが必要な場
合、「使用法」 > 「その他のキュー設定」 > 「クラスター・キュー」 > 「キュ
ー・マネージャー」プロパティーで、キュー・インスタンスをホストするキュー・
マネージャーの名前を入力します。
コネクターは、複数のクラスター内のクラスター・キュー・インスタンスを渡って
メッセージを送信したり、あるいは、実行時に WebSphere MQ が動的に判別する
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か、または、ジョブをデザインする際にコネクター・プロパティーで指定する 1 つ
のクラスター・キュー・インスタンスにメッセージを送信したりすることができま
す。
コネクターによってクラスター・キューに送信されるメッセージが、クラスター・
キュー・マネージャー (コネクターが接続される先のキュー・マネージャーとは異
なる) がハンドルするキュー・インスタンスに経路指定される場合、キュー
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE に対する put 許可を付与する必要がありま
す。例えば、コネクターが接続される先のキュー・マネージャーが、自らに属する
共有クラスター・キューのインスタンスをホストしない場合、キュー
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE に対する put 許可を付与する必要がありま
す。
コネクターによってクラスター・キューに送信されるメッセージがすべて、コネク
ターが接続される先のキュー・マネージャーにあるローカル・キュー・インスタン
スに送信される場合、そのローカル・キューに対する put 許可を付与する必要があ
ります。
メッセージが、共有クラスター・キューのローカル・インスタンスまたはリモー
ト・インスタンスに送信される機会がある場合、ローカル・キュー・インスタンス
と SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE システム・キューの両方に対する put
許可を付与する必要があります。

エラー・キュー
出力リンクに配信されなかったか、またはターゲット・キューに書き込まれなかっ
たメッセージを保留するように、エラー・キューを構成できます。
WebSphere MQ コネクターがメッセージを読み取り、その後、ソース・キューから
それを削除するが、そのメッセージを出力リンクに送信することに失敗した場合、
そのメッセージは、「使用法」 > 「メッセージ読み取りモード」プロパティーが
「削除 (トランザクション内)」に設定されていることを想定して、キューにロール
バックされます。エラーになっているメッセージ、および同じトランザクション内
のキューから読み取られた他のメッセージは、すべてロールバックされます。エラ
ー・キューと呼ばれる別個のキューをキュー・マネージャーで指定して、ロールバ
ックされたメッセージをエラー・キューに移動するようにコネクターを構成するに
は、「使用法」 > 「エラー・キュー」プロパティーを「はい」に設定して、エラ
ー・キューの名前を「使用法」 > 「エラー・キュー」 > 「キュー名」プロパティ
ーに入力します。
エラー・キューを使用するもう一つのシナリオは、コネクターがメッセージをター
ゲット・キューに書き込むのに失敗した場合です。この場合、エラー・キューが指
定されると、コネクターは、トランザクションを自動的にロールバックする代わり
に、同じトランザクション内のエラー・キューにメッセージを書き込もうとしま
す。コネクターがエラー・キューにメッセージを正常に書き込むと、コネクター
は、データの処理を継続し、トランザクションをロールバックしません。言い換え
れば、エラー・キューは、ターゲット・キューに書き込むことができないメッセー
ジを保留するバックアップ・キューとして動作します。エラー・キューにメッセー
ジを書き込むようにコネクターを構成するには、エラー・キューに対する put 許可
を付与する必要があります。
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さらに、オリジナル・メッセージ・ヘッダーから ID コンテキスト・フィールドお
よび起点コンテキスト・フィールドを保存するようにコネクターを構成できます。
構成しないと、キュー・マネージャーは、各フィールドについて新規デフォルト値
を作成します。オリジナル・メッセージから ID コンテキスト・フィールド値を保
存するには、「使用法」 > 「エラー・キュー」 > 「コンテキスト・モード」プロ
パティーを「ID を設定」に設定して、エラー・キューと、エラー・キューをホスト
するキュー・マネージャーに対する setid 許可を付与します。
コネクターがクライアント・モードで使用される場合、エラー・キューは、コネク
ターがメッセージの書き込み、あるいは読み取りを行う対象のメインキューと同じ
キュー・マネージャーの下に存在する必要はありません。「使用法」 > 「エラー・
キュー」 > 「キュー・マネージャー」プロパティーで、エラー・キューに対するキ
ュー・マネージャーの名前を指定します。このキュー・マネージャーへの接続とし
てクライアント・チャネル定義を指定することはできません。代わりに、環境変数
MQSERVER を使用するか、あるいは、環境変数 MQCHLLIB と MQCHLTAB を使
用します。
エラー・キューがリモート定義キューである場合、WebSphere MQ は、接続された
キュー・マネージャー内のリモート・キュー定義にコネクターが配置するメッセー
ジを、リモート・キュー・マネージャー上の実エラー・キューに移動します。

要求/応答モード
WebSphere MQ コネクターに、定義された入力リンクと出力リンクの両方がある場
合、コネクターは要求/応答モードで実行されます。
要求/応答モードでは、コネクターは入力リンクにある各レコードを読み取って、そ
れを要求キューにメッセージとして書き込みます。その後、各要求メッセージにつ
いては、コネクターは応答メッセージが応答キューに到達するのを待ち、応答キュ
ーから応答メッセージを読み取り、そして応答メッセージを出力リンクに伝搬しま
す。
要求キューにあるメッセージを書き込むコネクターについては、要求キューに対す
る許可を付与する必要があります。最低限、キューに対する put 許可を付与する必
要があります。要求メッセージが、メッセージの ID コンテキストまたは発信元コ
ンテキストを構成するメッセージ・ヘッダー・フィールドのデフォルト値をオーバ
ーライドする場合、setid および setall 許可を付与する必要もあります。
例えば、次のコマンドは、キュー・マネージャー QMNAME によってホストされる
要求キュー REQUESTQ に対する put 許可を、ユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n REQUESTQ -p test +put

コネクターが要求キューにメッセージを書き込む場合、コネクターは、ReplyToQ メ
ッセージ・ヘッダー・フィールドの値を、応答メッセージが書き込まれる応答キュ
ーの名前に設定します。この値を指定するには 2 つの方法があります。
v 「使用法」 > 「ヘッダー・フィールドの設定」 > 「応答先キュー」プロパティ
ーに応答キューの名前を入力することによって、すべての要求メッセージに対し
て 1 回で値を設定することができます。
v 入力リンクにある WSMQ.REPLYTOQ データ・エレメントで列を定義することに
よって、各要求メッセージごとの値を別々に設定できます。そのようにして、各
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入力レコードに対するこのフィールドの値は、その入力レコードに対応する要求
メッセージと関連する応答キュー名を表します。
要求メッセージに対する応答キュー名が両方の方法で指定されると、入力データに
組み込まれたキュー名が使用されます。
応答メッセージを読み取るコネクターについては、外部エンティティー (例えば、
別のジョブ) は、要求キューから要求メッセージを読み取り、できるかぎり、その
メッセージを処理し、その後、応答キューに応答メッセージを提供する必要があり
ます。
応答キューから応答メッセージを取得するようにコネクターを構成するには、最低
限、応答キューに対する get 許可を付与する必要があります。メッセージを取り出
して、その後削除する代わりに、応答キューからメッセージを参照するようにコネ
クターが構成される場合、browse 許可も付与する必要があります。
例えば、次のコマンドは、キュー・マネージャー QMNAME によってホストされる
応答キュー REPLYQ に対する get および browse 許可を、ユーザー ID test に付
与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n REPLYQ -p test +get +browse

WebSphere MQ コネクターが、要求/応答モードで実行するように構成される場合、
応答キューは要求キューと同じキュー・マネージャー上になければならないことに
注意してください。
動的キューを応答キューとして使用するには、モデル名を指定する必要がありま
す。コネクターが動的キューを開き、そこから応答メッセージを読み取るため、最
低限、モデル・キューに対する get および browse 許可を付与する必要があり、ま
た、モデル・キューに対する dsp 許可を付与する必要があります。そのようにし
て、動的キューを作成することができます。例えば、次のコマンドは、モデル・キ
ュー MQUEUE1 (キュー・マネージャー QMNAME の下にある) に対する
get、browse、および dsp 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n MQUEUE1 -p test +get +browse +dsp

応答キューが動的キューである場合、キューを閉じる際、応答キューを削除するよ
うにコネクターを構成できます。「使用法」 > 「その他のキュー設定」 > 「動的
キュー」 > 「応答キューのクローズ・オプション」プロパティーを「削除」または
「パージして削除」に設定します。プロパティーが「削除」に設定されると、コネ
クターは、応答キューを削除しようとします。キューが空でない場合、そのキュー
は削除されず、警告メッセージがログに記録されます。プロパティーが「パージし
て削除」に設定されると、コネクターは、キュー・マネージャーがすべてのメッセ
ージのキューをクリアして、その後、それを削除するように要求します。
動的キューがコネクターの代わりに作成されると、動的キューに対する dlt 許可を
付与する必要はありません。しかし、応答キューに対する dlt 許可を付与すること
が必要になるシナリオが 1 つあります。これは、コネクターがキューを開いて、そ
れを応答キューとして使用する際に、永続動的キューが既に存在する場合です。言
い換えれば、コネクターの代わりに動的キューを作成するキュー・マネージャーに
モデル・キュー名を指定せず、代わりに、永続動的キューの名前を応答キューとし
て直接指定します。この場合、「使用法」 > 「その他のキュー設定」 > 「動的キ
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ュー」 > 「応答キューのクローズ・オプション」プロパティーを「削除」または
「パージして削除」に設定でき、コネクターは、応答キューを閉じる際に、それを
削除しようとします。コネクターがキューを削除することができるためには、その
キューに対する dlt 許可を付与する必要があります。そうしない場合、コネクター
はキューを削除できません。この場合、警告メッセージがログに記録されるのみ
で、ジョブは失敗しないことに注意してください。
キューを閉じる際に、それを削除することは、動的キューにのみ許されたことで
す。そのために、動的ではないキューを応答キューとして指定し、「使用法」 >
「その他のキュー設定」 > 「動的キュー」 > 「応答キューのクローズ・オプショ
ン」プロパティーを「削除」または「パージして削除」に設定すると、コネクター
は、応答キューを閉じる際に、それを削除しようとします。そして、MQ エラー・
コード 2045 (MQRC_OPTION_NOT_VALID_FOR_TYPE) が表示されます。

パブリッシュ/サブスクライブ・モード
パブリケーション・メッセージを送信したり、受信したり、また、ブローカーを使
用してサブスクリプションを自動的に登録したり、登録解除したりするように、
WebSphere MQ コネクターを構成できます。
「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」プロパティーを「はい」に設定す
ると、コネクターは、パブリッシュ/サブスクライブ・モードとして構成されます。
コネクターに入力リンクがある場合、コネクターは、パブリッシャーとして動作
し、特定のトピックのパブリケーション・メッセージをメッセージ・ブローカーに
提供します。メッセージ・ブローカーは、その後、そのトピックをサブスクライブ
したサブスクライバーにメッセージを配布します。コネクターに出力リンクがある
場合、コネクターは、サブスクライバーとして動作し、特定のトピックに登録した
際に指定したサブスクライバー・キューからパブリケーション・メッセージを読み
取ります。コネクターに入力リンクと出力リンクの両方がある場合、パブリッシュ/
サブスクライブ・モードでは実行できません。
コネクターは、2 つのメッセージ・ブローカー製品: IBM WebSphere MQ および
IBM WebSphere MQ Message Broker をサポートします。
コネクターは、登録とパブリケーションを交換するために、メッセージ・ブローカ
ーと情報のやりとりをします。コネクターに入力リンクがある場合、コネクターは
パブリッシャーとして動作します。コネクターを構成して、次のタスクを実行でき
ます。
v 特定のトピックに関するパブリケーションを送信する前に、パブリッシャーとし
て自らをそれらのトピックに登録します。
v MQ メッセージの形式でパブリケーションを送信します。
v 自らを登録解除します。
コネクターがパブリッシャーとして動作する場合、WebSphere MQ で使用する場合
にのみ自らを登録し、また登録解除でき、WebSphere MQ Message Broker で使用す
る場合にはそれができないことに注意してください。
コネクターに出力リンクがある場合、コネクターはサブスクライバーとして動作し
ます。コネクターを構成して、次のタスクを実行できます。
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v 特定のトピックに自らをサブスクライバーとして登録し、キューを指定して、そ
こからパブリケーションを受け取ります。
v パブリケーションを読み取ります。
v 自らを登録解除します。
コネクターがサブスクライバーとして動作する場合、WebSphere MQ および
WebSphere MQ Message Broker で自らを登録し、また登録解除できます。
パブリッシャーまたはサブスクライバーとして登録したり、あるいは登録解除した
りして、パブリケーションをパブリッシュしたり、あるいは受け取ったりするため
に、コネクターは、メッセージ・ブローカー製品で実行するキュー・マネージャー
とコマンド・メッセージを交換します。メッセージ・ブローカー製品として
WebSphere MQ を使用する場合、使用するキュー・マネージャーを選択し、
strmqbrk コマンドを使用して、メッセージ・ブローカー・サービスを開始します。
メッセージ・ブローカー製品として WebSphere MQ Message Broker が使用される
場合、WebSphere MQ Message Broker を構成する際に、キュー・マネージャーを指
定します。
コネクターおよび WebSphere MQ がパブリッシュ/サブスクライブ・モードで使用
される場合、それらが交換するコマンド・メッセージは、MQRFH2 メッセージ・フ
ォーマットです。この場合、「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」 >
「サービス・タイプ」コネクター・プロパティーを「MQRFH2」に設定する必要が
あります。
コネクターがパブリッシュ/サブスクライブ・モードで使用される場合、MQ オブジ
ェクトに対する許可を付与する必要があります。使用するメッセージ・ブローカー
(WebSphere MQ であっても、WebSphere MQ Message Broker であっても)、および
コネクター (パブリッシャーであっても、サブスクライバーであっても) を使用する
容量は、付与される許可によって決まります。
コネクターは、メッセージ・ブローカーとして動作するキュー・マネージャーに接
続します。キュー・マネージャーに connect および inq 許可を付与する必要があり
ます。それによって、コネクターは、キュー・マネージャーに接続して、キュー・
マネージャーの CCSID 属性値をチェックできます。
コネクターは、コマンド・メッセージを制御キュー
SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE に送信します。メッセージ・ブローカーは、
このキューからメッセージを読み取って、処理し、「使用法」 > 「パブリッシュ/
サブスクライブ」 > 「応答キュー」プロパティーで指定する応答キューにある、コ
ネクターへの応答を提供します。
コネクターは、コマンド・メッセージをメッセージ・ブローカーに送信して、サブ
スクライバーとして登録したり、あるいは登録解除したりします。WebSphere MQ
は、パブリッシャーとして登録したり、あるいは登録解除したりして、制御キュー
にコマンド・メッセージを送信できます。コネクターは、メッセージ・ブローカー
からの応答メッセージを待って、キューからメッセージを読み取り、メッセージ・
ブローカーがコマンドを正常に処理したかどうかを判別します。
SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE キューにあるメッセージを書き込むコネクタ
ーについては、このキューに対する put 許可を付与する必要があります。例えば、
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次のコマンドは、このキュー (キュー・マネージャー QMNAME の下にある) に対
する put 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE -p test +put

応答キューに応答メッセージを書き込むメッセージ・ブローカーの場合、また、応
答キューからメッセージを読み取るコネクターの場合、応答キューに対する put お
よび get 許可を付与する必要があります。コネクターは常に、メッセージ・ブロー
カーから応答メッセージを読み取り、削除します。例えば、「使用法」 > 「パブリ
ッシュ/サブスクライブ」 > 「応答キュー」プロパティーが REPLYQ に設定されて
いる場合、次のコマンドは、このキュー (キュー・マネージャー QMNAME の下に
ある) に対する get 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n REPLYQ -p test +get +put

応答キュー (応答メッセージはブローカーから受け取るためにそこに置かれている)
として動的キューを使用するようにコネクターを構成するには、「使用法」 > 「パ
ブリッシュ/サブスクライブ」 > 「応答キュー」プロパティーを、キュー・マネー
ジャーが動的キューを作成するためにテンプレートとして使用する、モデル・キュ
ーの名前に設定します。その後、「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」
> 「応答キュー」 > 「動的応答キュー」プロパティーを「はい」に設定して、動的
キューの名前を「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」 > 「応答キュー」
> 「動的応答キュー」 > 「キュー名」プロパティーに入力します。名前を指定する
には、次のいずれかを使用します。
v キューに対する完全な名前。
v 末尾にアスタリスク (*) を付けた名前のイニシャル部分 (33 文字未満)。この場
合、キュー・マネージャーは、キューのイニシャル部分を使用し、接尾部を追加
して、一意のキュー名を生成します。
v アスタリスク (*)。この場合、キュー・マネージャーは、完全キュー名を自動的に
生成します。
指定されたモデル・キューに対する put、get、および dsp 許可を付与する必要があ
ります。
コネクターが WebSphere MQ で、パブリッシャーとして動作する場合、メッセー
ジ・ブローカーのデフォルト・ストリーム・キュー
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM に対する put 許可を付与する必要がありま
す。コネクターは、このストリーム・キューにあるパブリケーション・メッセージ
をパブリッシュします。コネクターが WebSphere MQ Message Broker で、パブリ
ッシャーとして動作する場合、パブリケーション・ノードを含むメッセージ・フロ
ーにおいて、入力キューとして使用されるキューに対する put 許可を付与する必要
があります。この場合、WebSphere MQ Message Broker の管理者は、トピックに関
するパブリケーション (それをパブリッシュするようにコネクターが構成される) を
パブリッシュする許可も付与する必要があります。
さらに、コネクターが WebSphere MQ で、サブスクライバーとして動作する場合、
メッセージ・ブローカーのストリーム・キュー (そこにあるパブリケーションがパ
ブリッシュされる) に対する browse 許可を付与する必要があります。ストリーム・
キューの名前を「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」 > 「ストリーム
名」プロパティーで指定します。このプロパティーのデフォルト値は、
SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM で、メッセージ・ブローカーのデフォル
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ト・ストリーム名と一致します。これは、コネクターがパブリッシャーとして動作
する際に、パブリケーションを送信する先のストリームです。例えば、次のコマン
ドは、このキュー (キュー・マネージャー QMNAME の下にある) に対する browse
および put 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m AMNAME -t queue -n SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM -p test +browse +put

WebSphere MQ または WebSphere MQ Message Broker のいずれを使用するにして
も、コネクターがサブスクライバーとして動作する場合、サブスクリプションと関
連づけられるキュー (そこにあるパブリケーションをコネクターが受け取る) で get
許可を付与するか、あるいは browse および get 許可を付与する必要があります。
コネクターは、このソース・キューからパブリケーションを読み取ります。付与さ
れる許可は、このキューからメッセージを読み取るために、コネクターをどのよう
に構成するかによって異なります。

クライアント接続チャネル定義の指定
WebSphere MQ コネクターがクライアント・モードで実行されている場合、クライ
アント接続チャネル定義を指定する必要があります。

このタスクについて
手順
クライアント接続チャネル定義を指定する方法を、以下に順番に 3 つリストしま
す。それによって、コネクターは定義を検査します。
v 「接続」 > 「クライアント・チャネル」定義プロパティーの下に配置された、
「チャネル名」(それを介してメッセージがコネクターからリモート・キュー・マ
ネージャーに送信されるクライアント接続チャネルの名前を指定します)、「トラ
ンスポート・タイプ」(このクライアント接続に対するトランスポート・プロトコ
ルを選択します)、および「接続名」(このコネクターに対するクライアント接続の
名前を指定します) プロパティーをすべて入力します。
注: このメソッドを使用して、定義を指定する場合、クライアント接続チャネル
の追加的な設定を指定することはできません。例えば、チャネルでデータ交換に
使用するために、セキュリティー出口または SSL 設定を指定することはできま
せん。
v 環境変数 MQSERVER を使用して、ChannelName/TransportType/ConnectionName
のフォーマットで、クライアント接続チャネル定義を指定します。
注: このメソッドを使用して、定義を指定する場合、クライアント接続チャネル
の追加的な設定を指定することはできません。例えば、チャネルでデータ交換に
使用するために、セキュリティー出口または SSL 設定を指定することはできま
せん。
v 環境変数 MQCHLLIB および MQCHLTAB を使用して、クライアント・チャネ
ル定義表ファイルの場所と名前を指示します。WebSphere MQ サーバー・マシン
(ターゲット・キュー・マネージャーは、このマシン上で実行します) 上に定義す
る、このファイルに、そのキュー・マネージャーに接続するためのクライアント
接続チャネル定義は入ります。ファイルを作成後、それを WebSphere MQ サー
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バー・マシンから、WebSphere MQ クライアント・マシン (WebSphere MQ クラ
イアントがキュー・マネージャーに接続するために使用する) にコピーします。
注: このメソッドを使用して、クライアント接続チャネルの追加的な設定を指定
できます。クライアント接続チャネルをターゲット・キュー・マネージャーで定
義し、生成されたクライアント・チャネル定義表ファイルを WebSphere MQ サ
ーバーから WebSphere MQ クライアントにコピーして、その後、そのファイル
を指示するように環境変数 MQCHLLIB および MQCHLTAB を構成します。

ユーザーの名前とパスワードの指定
Microsoft Windows 環境で、WebSphere MQ コネクターを使用する場合、現在の処
理を代替 OS ユーザーと関連づけるために、ユーザーの名前とパスワードを指定す
ることができます。

このタスクについて
コネクターは、ユーザーの名前とパスワードを、セキュリティー検査のために IBM
WebSphere MQ に受け渡しません。代わりに、コネクターは、これらのプロパティ
ーを使用して、指定されたユーザーを偽名使用し、それによって、現在の処理は、
代替 OS ユーザーと関連づけられます。コネクターは、Windows API メソッド
LogonUser および ImpersonateLoggedOnUser を使用して、偽名使用を実行します。
コネクターがキュー・マネージャーへの接続を試みる場合、代替 OS ユーザーの証
明情報は、処理を原初的に開始した OS ユーザーの証明情報が使用されます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「接続」 > 「ユーザー名」プロパティーで、フォーマット domain name¥user
name を使用して、ユーザー名を入力します。
3. 「接続」 > 「パスワード」プロパティーで、ユーザーのパスワードを入力しま
す。

キューからのメッセージの読み取り
WebSphere MQ コネクターに出力リンクがある場合、コネクターはキューからメッ
セージを読み取って、出力リンクにメッセージ・データを提供します。それによっ
て、ジョブ内のダウンストリーム・ステージは、メッセージ・データを処理し、コ
ンシュームできます。

このタスクについて
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「使用法」 > 「キュー名」プロパティーで、キューの名前を入力します。その
キューからコネクターはメッセージを読み取ります。
3. 「使用法」 > 「メッセージ読み取りモード」プロパティーで、現在のトランザ
クション内のメッセージを読み取る方法を選択します。
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v 「保持」を選択して、メッセージを読み取り、その後、それをキューに保持し
ます。そして、setmqaut コマンドを使用して、キューに対する get および
browse 許可を付与します。
v 「削除」または「削除 (トランザクション内)」を選択して、キューからのメッ
セージを読み取り、その後、それを削除します。これは、メッセージの読み取
り元破棄として知られている処理です。そして、setmqaut コマンドを使用し
て、キューに対する get 許可を付与します。
v 「作業キューへ移動」を選択して、メッセージを作業キューに移動します。

例
次のコマンドは、キュー・マネージャー QMNAME によってホストされる、キュー
QUEUE1 に対する get および browse 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +get +browse

カーソルのリフレッシュの構成
指定した時間の総量の経過後に、入力キューの先頭に位置変更できるカーソルを使
用することによってメッセージを受信する、WebSphere MQ コネクターを構成しま
す。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「使用法」 > 「リフレッシュ」プロパティーの場合、「はい」を選択します。
3. 「使用法」 > 「期間」プロパティーの場合、そのキューの先頭にカーソルを位
置変更する前に、入力キューからメッセージを読み取るための秒数を入力しま
す。 デフォルト値は -1 で、これは、キューの終わりに到達したときにカーソ
ルが位置変更されるよう指定します。優先順位の高いメッセージを厳密にモニタ
ーするには、0 を入力します。そうすると、新規メッセージが読み取られるたび
に、カーソルは位置変更されます。
4. setmqaut コマンドを使用して、キューに対する get および browse 許可を付与し
ます。
注: これらの許可は、「メッセージ読み取りモード」プロパティーに指定される
値に関係なく、付与されなければなりません。

参照によるメッセージ・データの引き渡し
参照によってメッセージ・データを引き渡すには、WebSphere MQ コネクターは、
ソース・キューにあるメッセージを識別するロケーター・ストリングを作成して、
それを出力リンクに引き渡します。

このタスクについて
メッセージをコンシュームするダウンストリーム・ステージは、DB2 コネクターま
たは Oracle コネクターなどの LOB 対応ステージでなければなりません。実メッセ
ージ・ペイロード・データを取り出すために、ダウンストリーム・ステージは、
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WebSphere MQ コネクターを呼び出して、ロケーター・ストリングに引き渡しま
す。その後、WebSphere MQ コネクターは、ロケーター・ストリングを使用して、
場所を探索し、キューから対応するメッセージを取り出して、ターゲット・ステー
ジにメッセージ・データを提供します。この場合、データ交換は、ターゲット・ス
テージの、実行中のプロセス内で行われ、ジョブ全体にはフローしません。
コネクター内の「メッセージ読み取りモード」プロパティーが、「削除」または
「削除 (トランザクション内)」に設定されている場合、WebSphere MQ コネクター
は、ロケーター・ストリングを作成するために、ソース・キューにあるメッセージ
をさらに垣間見る必要があります。WebSphere MQ コネクターは、ダウンストリー
ム・コネクター・ステージが実メッセージ・データをコンシュームした後にのみ、
キューからメッセージを取り出して、その後で削除します。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「使用法」 > 「ペイロード参照を有効にする」プロパティーの場合、「はい」
を選択します。
3. setmqaut コマンドを使用して、キューに対する get および browse 許可を付与し
ます。

メッセージのフィルタリング
WebSphere MQ コネクターを使用して、ソース・キューからメッセージを読み取る
場合、フィルター条件を定義できます。

このタスクについて
フィルターに次のようなメッセージ・ヘッダー・フィールド値を定義できます。
MsgId、CorrelId、GroupId、MsgSeqNum、および Offset。これらのヘッダーの値を
WebSphere MQ コネクターに設定するには、「使用法」 > 「メッセージのフィル
タリング」プロパティーの下にある、対応するメッセージ・ヘッダー・フィール
ド・プロパティーを使用します。
コネクターはまた、追加ヘッダー・フィールドの値に基づいた、メッセージのフィ
ルタリングをサポートします。これらの追加ヘッダー・フィールドの場合、コネク
ターは、フィルタリングを実行するために、IBM WebSphere MQ に依存しません
が、代わりにフィルタリング・ロジックそのものを実装します。コネクターは、キ
ューから受け取る各メッセージを調べて、フィルターが指定する条件に、そのメッ
セージが合致していることを確かめます。
例えば、「使用法」 > 「メッセージのフィルタリング」 > 「優先順位」プロパテ
ィーに 4 を入力して、「削除」を「使用法」 > 「メッセージ読み取りモード」プ
ロパティーで選択すると、コネクターは、キューにある各メッセージを参照して、
メッセージ優先順位が 4 であるかどうかを判別します。優先順位が 4 である場
合、コネクターは、現在のメッセージ (現在のメッセージにカーソルが乗っていま
す) をキューから削除して、出力リンクにメッセージ・データを準備します。優先
順位が 4 ではない場合、コネクターは、キューにある次のメッセージにカーソルを
移動して、メッセージの参照と検査を継続します。
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手順
1. ジョブ・キャンバス上にある、出力リンク付きのコネクターをダブルクリックし
て、ステージ・エディターを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「使用法」 > 「メッセージのフィルタリング」プロパティーの場合、「はい」
を選択します。
3. メッセージ・ヘッダー・フィールド・プロパティーを構成します。
4. 「メッセージ ID」、「相関 ID」、「グループ ID」、「メッセージ・シーケン
ス番号」、または「オフセット」プロパティーを構成した後、setmqaut コマンド
を使用して、ソース・キューに get 許可を付与します。他のプロパティーを構成
した場合、setmqaut コマンドを使用して、ソース・キューに browse および get
許可を付与する必要があります。

1 つ以上のキューへのメッセージの書き込み
コネクターは、入力リンクに到着するデータ・レコードを読み取って、そのレコー
ドをメッセージとして、指定された 1 つ以上のターゲット・キューに書き込みま
す。

このタスクについて
The WebSphere MQ コネクターは、単一のキュー、または一緒にして名前リスト・
オブジェクトにグループ化されている複数のキューへのメッセージの書き込みをサ
ポートします。メッセージをキューに書き込むには、コネクターに入力リンクがな
ければなりません。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「使用法」 > 「キュー名」プロパティーで、キューの名前、またはコネクター
がメッセージを書き込む名前リストの名前を入力します。 代替として、メッセ
ージ・データはそれ自身、キュー名または名前リスト名を指定できます。キュー
名または名前リスト名を含むメッセージ・データを構成するために、入力リンク
にあるデータ・エレメント WSMQ.QUEUENAME を使用して列を定義できま
す。各入力レコードのこのフィールドの値は、そのレコードがメッセージとして
格納されるキューまたは名前リストの名前を指します。
3. setmqaut コマンドを使用して、各キューに対するユーザーの put 許可を付与し
ます。入力リンクの列 WSMQ.QUEUENAME を使用して、各入力メッセージに
キュー名または名前リストを指定する場合、データが指定する可能性があるキュ
ー名のすべてに対する put 許可を付与する必要があります。
4. 名前リストを指定する場合、stemqaut コマンドを使用して、名前リスト・オブジ
ェクトに対する inq 許可を付与する必要があります。

例
次のコマンドは、キュー QUEUE1 (キュー・マネージャー QMNAME の下にある)
に対する put 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +put
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次のコマンドは、名前リスト NAMELIST1 (キュー・マネージャー QMNAME1 の
下にある) に対する inq 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t namelist -n NAMELIST1 -p test + inq

動的キューへのメッセージの書き込み
動的キューは、キュー・マネージャーが指定されたモデル・キューを、テンプレー
トとして使用することによって作成するものです。

このタスクについて
手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. モデル・キューの名前を「使用法」 > 「キュー名」プロパティーで指定しま
す。
3. 「使用法」 > 「その他のキュー設定」セクションで、「動的キュー」プロパテ
ィーの値を「はい」に設定して、その後、次のストリングのいずれかを「キュー
名」プロパティーの値として入力します。
v 完全動的キュー名。
v 末尾にアスタリスク (*) を付けたキュー名のイニシャル部分または語幹。キュ
ー名は 33 文字を超えることはできません。キュー・マネージャーは、一意の
キュー名を作成するために、指定された語幹に接尾部を追加します。
v 単一のアスタリスク (*)。この場合、キュー・マネージャーは、完全キュー名
を生成します。
4. setmqaut コマンドを使用して、モデル・キューに対する put および dsp 許可を
付与します。 コネクターが動的キューを閉じる場合、コネクターはキューの削
除を試行しません。そのため、モデル・キューには dlt 許可は付与されません。
注: 応答/要求モードで実行するようにコネクターが構成される際に、応答キュー
として使用される動的キューを作成するのに、モデル・キューが使用される場
合、put、get、および dsp 許可を付与する必要があります。

例
次のコマンドは、モデル・キュー MQUEUE1 (キュー・マネージャー QMNAME の
下にある) に対する put および dsp 許可を、ユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n MQUEUE1 -p test +put +dsp

メッセージ・ヘッダー・フィールドの値の設定
MQ メッセージそれぞれには、メッセージ・ヘッダー・フィールドが入るメッセー
ジ・ヘッダーが組み込まれます。WebSphere MQ に、これらのフィールドの値を設
定させるようにできますし、あるいは、各メッセージごと、またはすべてのメッセ
ージに値を設定するように、WebSphere MQ コネクターを構成できます。
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このタスクについて
デフォルトで、IBM WebSphere MQ は、値をメッセージ・ヘッダー・フィールドに
設定します。
メッセージ・ヘッダー・フィールド値を各メッセージに別々に設定するには、1 つ
以上の WSMQ データ・エレメント列を入力リンクで定義します。各列はそれぞ
れ、値を設定する必要のあるメッセージ・ヘッダー・フィールドと対応します。例
えば、各メッセージに対する優先順位および MsgId メッセージ・ヘッダー・フィー
ルド値を設定するには、WSMQ.PRIORITY および WSMQ.MSGID データ・エレメ
ント値で列を定義します。その後、各入力レコードのこれらのフィールドの値は、
対応するメッセージに対して設定する MsgId および優先順位メッセージ・ヘッダ
ー・フィールド値を指定します。
すべてのメッセージに対して 1 回、メッセージ・ヘッダー・フィールド値を設定す
るには、「プロパティー」ページの「ヘッダー・フィールドの設定」プロパティー
に値を入力します。例えば、すべてのメッセージに対して優先順位メッセージ・ヘ
ッダー・フィールドに値 4 を使用するには、「優先順位」プロパティーに値として
4 を入力します。
メッセージ・ヘッダー・フィールド値が、コネクター・プロパティーを介して、お
よび入力リンクのデータ・エレメント列を介した入力データにおいて、の両方で指
定されると、入力データ内の値が使用されます。

手順
1. メッセージの ID コンテキスト (UserIdentifier、AccountingToken、および
ApplIdentityData メッセージ・ヘッダー・フィールドが入る) に値を設定するに
は、次のステップを実行します。
a. 「コンテキスト・モード」プロパティーについては、「ID を設定」を選択し
ます。
b. stemqaut コマンドを使用して、ターゲット・キューをホストするキュー・マ
ネージャーに対する setid 許可を付与します。 例えば、次のコマンドは、キ
ュー・マネージャー QMNAME に対する setid 許可をユーザー ID test に付
与します。
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +setid

c. setmqaut コマンドを使用して、キューに対する setid 許可を付与します。 例
えば、次のコマンドは、キュー QUEUE1 (キュー・マネージャー QMNAME
の下にある) に対する setid 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +setid

2. メッセージの発信元コンテキスト
(PutApplType、PutApplName、PutData、PutTime、および ApplOriginData メッセ
ージ・ヘッダー・フィールドが入る) に値を設定するには、次のステップを実行
します。
a. 「コンテキスト・モード」プロパティーについては、「すべて設定」を選択
します。
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b. setmqaut コマンドを使用して、ターゲット・キューをホストするキュー・マ
ネージャーに対する setall 許可を付与します。 例えば、次のコマンドは、キ
ュー・マネージャー QMNAME に対する setall 許可をユーザー ID test に付
与します。
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +setall

c. setmqaut コマンドを使用して、キューに対する setall 許可を付与します。 例
えば、次のコマンドは、キュー QUEUE1 (キュー・マネージャー QMNAME
の下にある) に対する setall 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test +setall

キューをオープンする代替ユーザー ID の使用
キューをオープンする際、ユーザー ID を明示的に指定して、アクセス制御検査に
使用する場合、代替ユーザー ID を構成します。

このタスクについて
手順
1. 「その他のキュー設定」プロパティーで、「はい」を設定します。
2. 「代替ユーザー ID」プロパティーで、ユーザー ID 値を入力して、現在のユー
ザー ID の代わりに、キューをオープンする際のアクセス制御検査に使用しま
す。
3. IBM WebSphere MQ が、Microsoft Windows で実行する場合、Microsoft
Windows セキュリティー ID (SID) の追加的な値 (特定のユーザー・アカウント
を識別するのに使用される) を「値 」プロパティーに入力します。 40 文字ま
で入力できます。あるいは、16 進数字のペアの配列を指定するか、または「16
進」プロパティーを「はい」に設定すると、80 文字まで入力できます。
4. setmqaut コマンドを使用して、コネクターがオープンするキューをホストするキ
ュー・マネージャーに対する altusr 許可を付与します。 例えば、次のコマンド
によって、ユーザー ID test は、キュー・マネージャー QMNAME が、アクセ
ス制御検査に代替ユーザー ID を使用してホストするキューをオープンできま
す。
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +altusr

キュー・マネージャーへの接続
キュー・マネージャーは、WebSphere MQ アプリケーションが使用するキューを所
有し、管理します。WebSphere MQ コネクターがメッセージを読み書きするキュー
を開くには、その特定のキューをホストするキュー・マネージャーへの接続を定義
しておく必要があります。

このタスクについて
コネクターがサーバー・モードで実行されている場合、またはコネクターがクライ
アント・モードで実行されていて、クライアント・チャネル定義表を使用する場
合、コネクターが接続するキュー・マネージャーを指定する必要があります。コネ
クターがクライアント・モードで実行されている場合、コネクターが接続するキュ
ー・マネージャーは、クライアント接続チャネル定義を介して暗黙的に指定されま
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す。この場合、「キュー・マネージャー」プロパティーの値を指定する必要はあり
ません。しかし、プロパティーに値を指定する場合、その値は、クライアント接続
チャネルが定義される対象のキュー・マネージャーの名前と一致する必要がありま
す。
MQCHLLIB および MQCHLTAB 環境変数が参照するクライアント・チャネル定義
表からクライアント接続チャネル定義を取得するように、コネクターが構成されて
いて、さらにクライアント・チャネル定義表に複数のクライアント接続チャネル定
義が含まれる場合、「キュー・マネージャー」プロパティーを使用して、その表か
ら特定のクライアント接続チャネル定義を参照します。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開き、そして「プロパティー」タブに移動します。
2. 「接続」 > 「キュー・マネージャー」プロパティーでは、キュー・マネージャ
ーの名前を入力するか、または選択します。
3. setmqaut コマンドを使用して、指定されたキュー・マネージャーに connect およ
び inq 許可を付与します。 次のコマンドは、キュー・マネージャー QMNAME
に対する connect 許可をユーザー ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +connect

キュー・マネージャーへの接続後、コネクターは、キュー・マネージャー・オブ
ジェクトをオープンして、CCSID キュー・マネージャー属性の値を調べます。
コネクターはこの値を使用して、必要に応じて、データ変換を実行します。次の
コマンドは、キュー・マネージャー QMNAME に対する inq 許可をユーザー
ID test に付与します。
setmqaut -m QMNAME -t qmgr -p test +inq

4. 「テスト」をクリックして、接続をテストします。

キュー名の表示の構成
キュー名を入力する先のプロパティーに関して、WebSphere MQ コネクターは、特
定のキュー・マネージャーに使用可能なキューのリストを表示できます。

始める前に
キュー名の表示を構成する前に、次の前提条件のタスクを完了します。
v キュー・マネージャーへの接続を構成します。キュー・マネージャーへの有効な
接続がない場合、エラー・コード 2059 (MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE) ま
たは同様な他のエラー・コードが表示されます。
v 指定されたキュー・マネージャーに対してコマンド・サーバーが実行しているこ
とを確認します。

手順
1. setmqaut コマンドを使用して、SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE キューに
対する put および inq 許可を付与します。それによって、コネクターはコマン
ドを送信できます。
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2. setmqaut コマンドを使用して、SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE に対する
get、inq、および dsp 許可を付与します。それによって、コネクターは応答を処
理できます。
3. setmqaut コマンドを使用して、キュー・マネージャーの下にあるすべてのキュー
に対する dsp 許可を付与します。 コネクターは、収集されたキュー・オブジェ
クトのすべてを評価して、その名前と使用タイプを検査します。
SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE など、いくつかのキューの場合には、アクセス権
限は、mqm グループのユーザー、Microsoft Windows では Administrators グル
ープのユーザー、そしてビルトイン・ローカル・システム・アカウントにのみ付
与されることに注意してください。Windows では、ASB エージェント・サービ
スが、ローカル・システム・ユーザー ID の下で実行します。そのために、アク
セス権限は、自動的に付与されます。UNIX および Linux では、ASB エージェ
ント・デーモンが特権ユーザー ID の下で実行します。そのため、特権ユーザー
ID を mqm グループに追加する必要があります。貴社のセキュリティー・ポリ
シーが mqm グループに対する特権ユーザーの追加を阻む場合、「選択」ボタン
をクリックしても、キュー名のリストは表示されません。キュー名を手入力する
必要があります。

キューにあるメッセージの表示の構成
キューに表示されるメッセージを参照することができます。

このタスクについて
手順
1. setmqaut コマンドを使用して、ユーザーに対するキューの get および browse 許
可を付与します。それによって、ASB エージェント・サービスが実行したり
(Microsoft Windows)、あるいは ASB エージェント・デーモンが実行します
(UNIX および Linux)。
2. キューのメッセージを参照するには、WebSphere MQ コネクター・ステージ・ダ
イアログの「使用法」バーに表示される「データ参照」リンクをクリックしま
す。

キュー・マネージャー名の表示の構成
キュー・マネージャー名を入力する先のプロパティーに関して、WebSphere MQ コ
ネクターは、使用可能なキュー・マネージャーのリストを表示できます。

このタスクについて
使用可能なキュー・マネージャーのリストを取得するために、コネクターをどのよ
うに構成するかは、コンピューターが稼働させているのが Microsoft Windows か、
UNIX か、または Linux かによって異なります。

手順
1. キュー・マネージャー名の表示を構成するには、プロパティー名の脇にある「選
択」ボタンをクリックして、次のタスクのうちのいずれかを実行します。
v Microsoft Windows では、ユーザー (ASB エージェント・サービスが実行して
いる) にレジストリー・キーの読み取り権限を付与する必要があります。コネ
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クターは、Windows レジストリーを照会して、キー
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥IBM¥MQSeries¥CurrentVersion¥
Configuration¥QueueManager の下にあるキーを探します。コネクターが収集す
るキーは、キュー・マネージャー名に対応します。
v UNIX または Linux では、ユーザー ID (ASB エージェント・デーモン・プ
ロセスが実行している) に、var/mqm/mqs.ini ファイルの読み取り許可を付与
する必要があります。コネクターは、このファイルから使用可能なキュー・マ
ネージャーの名前を取得します。
2. クラスター・キュー・マネージャー名の表示を構成するには、次の追加ステップ
を実行します。
a. コネクターが接続しているキュー・マネージャーに対して、コマンド・サー
バーが実行していることを確認します。
b. setmqaut コマンドを使用して、SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE キュー
に対する put および inq 許可を付与します。それによって、コネクターは、
コマンド・サーバーとの交信に使用するコマンドを送信できます。
c. setmqaut コマンドを使用して、SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE に対する
get、inq、および dsp 許可を付与します。それによって、コネクターは要求
を処理できます。

WebSphere MQ コネクターと Distributed Transaction ステージ
メッセージを MQ キューから読み取り、そのメッセージをジョブ内で処理し、その
結果を 1 つ以上のデータベースに格納する (一方で、データベース処理が単一の分
散トランザクションですべて確実に完了する) ジョブをデザインできます。
このタイプのジョブ・デザインでは、WebSphere MQ コネクターは、ソース・キュ
ーからメッセージを読み取ります。このキューには、別のジョブのような外部エン
ティティーによって、ビジネス・トランザクション・データを含むメッセージがフ
ィードされます。参照モードでこのキューからメッセージを読み取って、処理する
ためにダウンストリーム・ステージにそれを配信するように、あるいは、破棄モー
ドでメッセージを読み取るように、コネクターを構成できます。その場合、コネク
ターは、ジョブ内のダウンストリーム・ステージにメッセージ・データを配信する
前に、ソース・キューから作業キューと呼ばれる別のキューに、ローカル・トラン
ザクションにあるメッセージを移動します。
ダウンストリームに配信されるメッセージ・データには、対応するソース・メッセ
ージのメッセージ ID が含まれます。メッセージ・データが、Distributed Transaction
ステージに到達すると、このステージは作業キュー (作業キューが使用されていな
い場合にはソース・キュー) からメッセージを読み取り元破棄として読み取って、
そのデータ、すなわち、ソース・キューおよび作業キュー (使用されている場合) が
存在するのと同じキュー・マネージャーの、ローカル MQ キュー・マネージャーに
管理されるのと同じ分散トランザクション内のデータすべてをターゲット・データ
ベースに挿入します。
このジョブが確実に動作するには、コネクターと Distributed Transaction ステージが
接続する先のキュー・マネージャーに対する connect および inq 許可を付与する必
要があります。また、同時に、分散トランザクション・マネージャーとして確実に
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動作するには、ソース・キューおよび作業キューに対する特定の許可を付与する必
要があります。それによって、MQ コネクターと Distributed Transaction ステージ
は、それらにアクセスできます。
作業キューを使用しないソース・キューがジョブに含まれる場合、コネクターの
「メッセージ読み取りモード」プロパティーを「保持」に設定します。その後、ソ
ース・キューに対する get および browse 許可を付与する必要があります。この場
合、コネクターは参照モードでメッセージを読み取り、Distributed Transaction ステ
ージは破棄モードで読み取ります。
作業キューが使用される場合、コネクターの「メッセージ読み取りモード」プロパ
ティーを「作業キューへ移動」に設定します。作業キューの名前を「使用法」 >
「作業キュー」 > 「名前」プロパティーで指定します。この場合、コネクターはメ
ッセージをソース・キューから読み取り元破棄として取得し、それを作業キューに
移動するため、ソース・キューに対する get 許可を付与する必要があります。作業
キューに対する put 許可を付与します。それによって、コネクターは、メッセージ
をソース・キューから作業キューに移動できます。さらに、ジョブが最初に開始す
る際、以前の不成功のジョブ実行から作業キューに残っているメッセージがないか
どうかをコネクターが検査するため、作業キューに対する inq および browse 許可
を付与する必要があります。作業キュー項目数がゼロより大きい場合、コネクター
は、参照モードで作業キューにあるメッセージを読み取り、それを出力リンクにレ
コードとして配信します。
作業キューの現行キュー項目数をモニターし、作業キューのメッセージの数が指定
された上限に到達すると、ソース・キューから作業キューにメッセージを移動する
のを一時的に停止するようにコネクターが構成される場合、作業キューに対する inq
許可もまた必要です。メッセージの移動を一時的に停止することによって、コネク
ターは、作業キューにあるメッセージの数に対して指定された下限に到達するま
で、ダウンストリーム・ステージが作業キュー・メッセージを処理できるようにし
ます。その後、コネクターは、ソース・キューから作業キューへのメッセージの移
動を再開します。作業キュー項目数をモニターし、管理するには、「キュー項目数
のモニター」、「最小項目数」、および「最大項目数」プロパティーを設定しま
す。
作業キューに対する inq 許可が必須であるコネクターがサポートするフィーチャー
は、ジョブがブロッキング・トランザクション・メッセージを処理するまで、コネ
クターがソース・キューから作業キューへのメッセージの移動を停止する機能で
す。ブロッキング・トランザクション・メッセージを作成するには、特別なメソッ
ド作成して、それをコネクターで指定されているモジュールに追加します。その
後、入力メッセージそれぞれについて、コネクターはメソッドを呼び出して、メッ
セージをブロッキング・トランザクション・メッセージとして取り扱うべきかどう
かを判別します。このフィーチャーを構成するには、「トランザクション処理のブ
ロッキング」、「モジュール名」、「メソッド名」および「タイムアウト」プロパ
ティーを使用します。このフィーチャーを使用するには、コネクターはまた、コマ
ンド・サーバーが指定されたキュー・マネージャーに対して実行中であることを要
求します。コネクターは、MQAI インターフェースを使用して、コマンド・サーバ
ーと交信して、現行作業キュー項目数に関する情報を取得します。そのために、キ
ュー SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE に対する put および inq 許可を付与す
る必要があります。それによって、コネクターは、コマンドを送信できます。ま
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た、キュー SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE に対する get、inq、および dsp 許
可を付与する必要があります。それによって、コネクターは応答を処理できます。
例えば、コネクターが n ノードでパラレルに実行するように構成される場合、次の
キューに対して browse および inq 許可を付与する必要があります。
queue_name.0,
queue_name.1
...
queue_name.n-1

このリストでは、queue_name は、「使用法」 > 「作業キュー」 > 「名前」プロパ
ティーの値を表し、n は、実行するようにコネクターが構成されるノードの数で
す。
コネクターがソース・メッセージを作業キューに移動する際に、ソース・メッセー
ジの ID コンテキスト・フィールド値、または ID コンテキスト・フィールド値と
起点コンテキスト・フィールド値の両方を保持するようにコネクターを構成するに
は、「使用法」 > 「作業キュー」 > 「コンテキスト・モード」プロパティーを
「なし」、「ID を設定」、または「すべて設定」に設定します。プロパティーが
「すべて設定」に設定されると、作業キューに対する setall 許可を付与する必要が
あります。その後、コネクターは、ID コンテキスト・フィールドと起点コンテキス
ト・フィールドを、ソース・キュー・メッセージから対応する作業キュー・メッセ
ージにコピーします。
メッセージ・データが、ダウンストリーム Distributed Transaction ステージに到達す
ると、Distributed Transaction ステージは、データに対応する作業キューから (また
は作業キューが使用されていない場合、発信元ソース・キューから) 読み取り元破
棄としてメッセージを読み取り、そのデータを単一分散トランザクション内のデー
タベースに書き込みます。対応するメッセージ ID がデータと一緒に運ばれるた
め、Distributed Transaction ステージは、読み取るべきメッセージがいずれであるか
を認識します。Distributed Transaction ステージは、作業キューとしてメッセージを
読み取る元のキューを参照します。それは、キューが実際には、コネクターが決し
てメッセージを別の作業キューに移動せずに、原初的にメッセージを読み取る元の
ソース・キューだとしても、です。
「接続」 > 「キュー・マネージャー」プロパティーで指定されるローカル・キュ
ー・マネージャーに、connect 許可を付与する必要があります。Distributed
Transaction ステージがクライアント・モードをサポートしないことに注意してくだ
さい。そのために、キュー・マネージャーは、Information Services エンジン層のコ
ネクターに対してローカルでなければなりません。
「接続」 > 「作業キュー」プロパティーで指定されるキューに対する get 許可を付
与する必要があります。しかし、「接続」 > 「ノード番号の付加」プロパティーが
「はい」に設定される場合、代わりに、次のキューに get 許可を付与する必要があ
ります。
queue_name.0,
queue_name.1
...
queue_name.n-1
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このリストでは、queue_name は、「接続」 > 「作業キュー」プロパティーの値を
表し、n は、実行するように Distributed Transaction ステージが構成されるノードの
数です。
分散トランザクションが失敗する原因であるメッセージを、リジェクト・キューに
移動するように Distributed Transaction ステージを構成するには、「使用法」 >
「失敗している作業単位のリジェクト」プロパティーを「はい」に設定します。
「使用法」 > 「失敗している作業単位のリジェクト」 > 「リジェクト・キュー」
プロパティーでリジェクト・キューの名前を入力します。リジェクト・キューに対
する put 許可を付与する必要があります。それによって、Distributed Transaction ス
テージは、メッセージをリジェクト・キューに put できます。
Distributed Transaction ステージが作業メッセージをリジェクト・キューに移動する
際に、作業メッセージの ID コンテキスト・フィールド値、または ID コンテキス
ト・フィールド値と起点コンテキスト・フィールド値の両方を保持するようにコネ
クターを構成するには、「使用法」 > 「失敗している作業単位のリジェクト」 >
「コンテキスト・モード」プロパティーを「なし」、「ID を設定」、または「すべ
て設定」に設定します。値が「ID を設定」に設定されると、リジェクト・キューに
対する setid 許可を付与する必要があります。その後、コネクターは、ID コンテキ
スト・フィールドを、作業キュー・メッセージから対応するリジェクト・キュー・
メッセージにコピーします。プロパティーが「すべて設定」に設定されると、リジ
ェクト・キューに対する setall 許可を付与する必要があります。その後、コネクタ
ーは、ID コンテキスト・フィールドと起点コンテキスト・フィールドを、作業キュ
ー・メッセージから対応するリジェクト・キュー・メッセージにコピーします。
「使用法」 > 「失敗している作業単位のリジェクト」 > 「リジェクト・キュー」
プロパティーで指定される値が名前リストである場合、名前リストと、その名前リ
ストに含まれるキューに許可を付与する必要があります。

WebSphere MQ オブジェクトに許可を付与する際に使用するユーザー ID
この表では、MQ オブジェクト (WebSphere MQ コネクターがアクセスする) に対
する許可を付与する際に、setmqaut コマンドで指定されるユーザー ID またはプリ
ンシパルがリストされます。
表 8. アクセス制御検査のためのユーザー ID
モード

実行時環境

デザイン時環境

サーバー

ジョブを実行するユーザー ID

ビルトイン・ローカル・システム・ユーザー
(Microsoft Windows) あるいは root ユーザーま
たは特権ユーザー (UNIX および Linux)

クライアント

サーバー接続チャネル MCA。次のうちの 1 つ
です。

サーバー接続チャネル MCA。次のうちの 1 つ
です。

v コネクター (WebSphere MQ クライアント側

v コネクター (WebSphere MQ クライアント側

から伝搬される) を実行するユーザー ID
v セキュリティー出口によって設定される MCA
ユーザー ID
v サーバー接続チャネル定義内の属性
MCAUSER を介して指定されるユーザー ID
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から伝搬される) を実行するユーザー ID
v セキュリティー出口によって設定される MCA
ユーザー ID
v サーバー接続チャネル定義内の属性
MCAUSER を介して指定されるユーザー ID

WebSphere MQ オブジェクトに対する必須許可
次の表は、特定の許可を必要とする WebSphere MQ オブジェクトをリストします。
これは、setmqaut コマンドを使用して設定されます。
表 9. WebSphere MQ オブジェクトと必須許可
WebSphere MQ コネクター・プロパティー

WebSphere MQ オブジェクト

必須許可

「接続」 > 「キュー・マネージャー」は、特定の値
に設定されます。

プロパティーで指定されるキュー・マネージャー。サ
ーバー・モードでは、このプロパティーをブランクに
することによって、デフォルトのキュー・マネージャ
ーを指定します。

connect
inq

「接続」 > 「クライアント・チャネル定義」 >
「チャネル名」プロパティーは、特定の値に設定され
ます。

クライアント接続チャネル定義に対応するキュー・マ
ネージャー。

connect
inq

「使用法」 > 「メッセージ読み取りモード」プロパ
ティーは、「削除」または「削除 (トランザクション
内)」のいずれかに設定されます。

コネクターのメッセージ読み取り元キュー。このキ
ューの名前は、次の場所のいずれかで指定されま
す。

get

v 「使用法」 > 「キュー名」プロパティー
v コネクターが要求/応答モードで使用される (コネ
クターに入力リンクと出力リンクの両方があるこ
とを意味する) 場合、「使用法」 > 「ヘッダー・
フィールドの設定」 > 「応答先キュー」プロパテ
ィーで (すべてのメッセージに対する場合) または
入力リンクにある WSMQ.REPLYTOQ データ・エ
レメント列で (個別のメッセージに対する場合)、
キュー名を指定します。キュー名をモデル・キュ
ー名にすることができることに注意してくださ
い。その場合、モデル・キューに対する dsp 許可
を付与する必要があります。
「使用法」 > 「メッセージ読み取りモード」プロパ
ティーは「保持」に設定されます。

コネクターのメッセージ読み取り元キュー。このキ
ューの名前は、次の場所のいずれかで指定されま
す。

get
browse

v 「使用法」 > 「キュー名」プロパティー
v コネクターが要求/応答モードで使用される (コネ
クターに入力リンクと出力リンクの両方があるこ
とを意味する) 場合、「使用法」 > 「ヘッダー・
フィールドの設定」 > 「応答先キュー」プロパテ
ィーで (すべてのメッセージに対する場合) または
入力リンクにある WSMQ.REPLYTOQ データ・エ
レメント列で (個別のメッセージに対する場合)、
キュー名を指定します。キュー名をモデル・キュ
ー名にすることができることに注意してくださ
い。その場合、モデル・キューに対する dsp 許可
を付与する必要があります。
「使用法」 > 「更新」プロパティーは「はい」に設
定されます。

コネクターのメッセージ読み取り元キュー。このキ
ューの名前は、次の場所のいずれかで指定されま
す。

get
browse

v 「使用法」 > 「キュー名」プロパティー
v コネクターが要求/応答モードで使用される (コネ
クターに入力リンクと出力リンクの両方があるこ
とを意味する) 場合、「使用法」 > 「ヘッダー・
フィールドの設定」 > 「応答先キュー」プロパテ
ィーで (すべてのメッセージに対する場合) または
入力リンクにある WSMQ.REPLYTOQ データ・エ
レメント列で (個別のメッセージに対する場合)、
キュー名を指定します。キュー名をモデル・キュ
ー名にすることができることに注意してくださ
い。その場合、モデル・キューに対する dsp 許可
を付与する必要があります。

第 4 章 WebSphere MQ の許可の構成

163

「使用法」 > 「メッセージ・オプション」 > 「ペイ
ロード参照を有効にする」プロパティーは「はい」に
設定されます。

コネクターのメッセージ読み取り元キュー。このキ
ューの名前は、次の場所のいずれかで指定されま
す。

get
browse

v 「使用法」 > 「キュー名」プロパティー
v コネクターが要求/応答モードで使用される (コネ
クターに入力リンクと出力リンクの両方があるこ
とを意味する) 場合、「使用法」 > 「ヘッダー・
フィールドの設定」 > 「応答先キュー」プロパテ
ィーで (すべてのメッセージに対する場合) または
入力リンクにある WSMQ.REPLYTOQ データ・エ
レメント列で (個別のメッセージに対する場合)、
キュー名を指定します。キュー名をモデル・キュ
ー名にすることができることに注意してくださ
い。その場合、モデル・キューに対する dsp 許可
を付与する必要があります。
「使用法」 > 「メッセージのフィルタリング」プロ
パティーのいずれか (次の項目以外) を介して構成さ
れたメッセージ・フィルタリング。

コネクターのメッセージ読み取り元キュー。このキ
ューの名前は、次の場所のいずれかで指定されま
す。

v メッセージ ID

v 「使用法」 > 「キュー名」プロパティー

v 相関 ID

v コネクターが要求/応答モードで使用される (コネ

v グループ ID

get
browse
dsp
モデル・キュー名には dsp のみ指定します。

クターに入力リンクと出力リンクの両方があるこ
とを意味する) 場合、「使用法」 > 「ヘッダー・

v メッセージ・シーケンス番号
v オフセット

フィールドの設定」 > 「応答先キュー」プロパテ
ィーで (すべてのメッセージに対する場合) または
入力リンクにある WSMQ.REPLYTOQ データ・エ
レメント列で (個別のメッセージに対する場合)、
キュー名を指定します。キュー名をモデル・キュ
ー名にすることができることに注意してくださ
い。
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「使用法」 > 「メッセージ書き込みモード」は、こ
のプロパティーに許可された値のリストから任意の値
に設定されます。

コネクターのメッセージ書き込み先ターゲット・キ
ュー。キューの名前は、「使用法」 > 「キュー名」
プロパティーで指定されるか、または代替として、
入力リンクの WSMQ.QUEUENAME データ・エレメ
ント列を介して別々に、各メッセージごとに指定さ
れます。指定された名前が名前リストである場合、
put 許可が名前リストの各キューに付与される必要が
あり、inq 許可が名前リスト・オブジェクト自身に付
与される必要があります。

put

「使用法」 > 「アクセス・モード」プロパティー
は、「ID を設定」に設定されます。

コネクターのメッセージ書き込み先ターゲット・キ
ュー。キューの名前は、「使用法」 > 「キュー名」
プロパティーで指定されるか、または代替として、
入力リンクの WSMQ.QUEUENAME データ・エレメ
ント列を介して別々に、各メッセージごとに指定さ
れます。指定された名前が名前リストである場合、
setid 許可が名前リストの各キューに付与される必要
があり、inq 許可が名前リスト・オブジェクト自身に
付与される必要があります。

setid

「使用法」 > 「アクセス・モード」プロパティー
は、「すべて設定」に設定されます。

コネクターのメッセージ書き込み先ターゲット・キ
ュー。キューの名前は、「使用法」 > 「キュー名」
プロパティーで指定されるか、または代替として、
入力リンクの WSMQ.QUEUENAME データ・エレメ
ント列を介して別々に、各メッセージごとに指定さ
れます。指定された名前が名前リストである場合、
setall 許可が名前リストの各キューに付与される必要
があり、inq 許可が名前リスト・オブジェクト自身に
付与される必要があります。

setall

「使用法」 > 「その他のキュー設定」 > 「代替ユー
ザー ID」および「使用法」 > 「その他のキュー設
定」 > 「代替セキュリティー ID」が、いくつかの値
に設定されます。

コネクターが開こうとするキューをホストするキュ
ー・マネージャー。

altusr

「使用法」 > 「キュー名」プロパティーは、モデ
ル・キューの名前に設定されます。キュー・マネージ
ャーは、それを使用して動的キューを作成します。

プロパティーで指定されるモデル・キュー。

put
dsp

「使用法」 > 「その他のキュー設定」 > 「動的キュ
ー」 > 「応答キューのクローズ・オプション」プロ
パティーは、「削除」または「パージして削除」に設
定され、「使用法」 > 「ヘッダー・フィールドの設
定」 > 「応答先キュー」プロパティーで (すべての
メッセージに対する場合) または入力リンクの
WSMQ.REPLYTOQ データ・エレメント列で (個別の
メッセージに対する場合)、動的キュー名が指定され
ます。

指定された永続動的キュー名。

dlt

「使用法」 > 「キュー名」プロパティーまたは入力
リンクの WSMQ.QUEUENAME データ・エレメント
には、メッセージが書き込まれる共有クラスター・キ
ューの名前が入ります。そのメッセージは、コネクタ
ーが接続される先のキュー・マネージャー以外のクラ
スター・キュー・マネージャーに経路指定されること
があります。

SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE システム・
キュー。

put

「使用法」 > 「エラー・キュー」 > 「キュー名」プ
ロパティーには、キューの名前が入り、エラー・キュ
ーとして使用されます。

指定されたキュー名。

put
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「使用法」 > 「エラー・キュー」 > 「コンテキス
ト・モード」プロパティーは、「ID を設定」に設定
されます。

指定されたキュー名。

setid

「使用法」 > 「エラー・キュー」 > 「コンテキス
ト・モード」プロパティーは、「すべて設定」に設定
されます。

指定されたキュー名。

setall

「使用法」 > 「エラー・キュー」 > 「キュー・マネ
ージャー」プロパティーには、エラー・キューをホス
トするキュー・マネージャーの名前が入ります。

指定されたキュー・マネージャー名。

connect

「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」 >
「登録」プロパティーまたは「使用法」 > 「パブリ
ッシュ/サブスクライブ」 > 「登録解除」が、「は
い」に設定されます。

SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE システム・キ
ュー

put

「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」 >
「応答キュー」プロパティーは、応答キューの名前に
設定され、ブローカーからの応答メッセージとして使
用されます。

指定されたキュー名。モデル・キュー名を指定し
て、動的応答キューを作成するために使用する場
合、モデル・キューに対する put、get、および dsp
許可を付与する必要があります。

put
get

「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」プロ
パティーは、「はい」に設定され、IBM WebSphere
MQ がメッセージ・ブローカーであり、コネクターが
パブリッシャーとして動作します (入力リンクが定義
されていることを意味する)。

SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM

put

「使用法」 > 「パブリッシュ/サブスクライブ」プロ
パティーは、「はい」に設定され、IBM WebSphere
MQ がメッセージ・ブローカーであり、コネクターが
サブスクライバーとして動作します (出力リンクが定
義されていることを意味する)。

SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM

put
browse

「使用法」 > 「作業キュー」 > 「名前」は、作業キ
ューとして使用するキューの名前を指定します。

指定されたキュー名値 queuename。コネクターが、n
ノードでパラレルに実行するように構成される場
合、キュー名は次のとおりです。

put
browse
inq

queuename.0
queuename.1
...
queuename.n-1
「使用法」 > 「作業キュー」 > 「コンテキスト・モ
ード」プロパティーは、「ID を設定」に設定されま
す。

指定されたキュー名値 queuename。コネクターが、n
ノードでパラレルに実行するように構成される場
合、キュー名は次のとおりです。

setid

queuename.0
queuename.1
...
queuename.n-1
「使用法」 > 「作業キュー」 > 「コンテキスト・モ
ード」プロパティーは、「すべて設定」に設定されま
す。

指定されたキュー名値 queuename。コネクターが、n
ノードでパラレルに実行するように構成される場
合、キュー名は次のとおりです。

setall

queuename.0
queuename.1
...
queuename.n-1
「使用法」 > 「トランザクション」 > 「トランザク
ション処理のブロッキング」プロパティーは「はい」
に設定されます。

SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE

put
inq

「使用法」 > 「トランザクション」 > 「トランザク
ション処理のブロッキング」プロパティーは「いい
え」に設定されます。

SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE

put
inq
dsp

トラブルシューティング
以下のヒントを使用して、MQ 許可サービスにおけるアクセス制御検査で発生する
問題をトラブルシューティングします。
WebSphere MQ コネクターを含むジョブが、アクセス制御検査に伴う問題で失敗す
る場合、コネクターは、MQ エラー 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED) をレポート
します。コネクターがキュー・マネージャーに接続中であることを示す情報メッセ
ージが、そのエラーに先行する場合、そのキューに対する接続許可がコネクターに
付与されなかった、ということです。コネクターがキューをオープン中であったこ
とを示す情報メッセージが、そのエラーに先行する場合、そのキューをオープンす
るのに十分な許可がコネクターに付与されなかった、ということです。コネクター
は、一般的には、オープンを試行したキューに関する情報をログに記録し、キュー
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のオープンを試行した際に指定したオープン・オプションをログに記録します。オ
ープン・オプションを評価することによって、多くの場合、付与を必要とする許可
がいずれであるかを判断できます。
例えば、次の引用は、コネクターがメッセージを書き込むために、キュー QUEUE1
をオープンしようとした際に作成されたジョブ・ログです。
Opening queue QUEUE1 with open options (MQOO_OUTPUT, MQOO_FAIL_IF_QUIESCING)
Open queue failed with reason code: 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED); CC_WSMQQueue; open();
CC_WSMQQueue.cpp; 372

フラグ MQOO_OUTPUT から、コネクターが出力のためにキューのオープンを試行
した、と結論できます。
MQ エラー 2035 には、一般的に、キュー・マネージャーのエラー・ログの追加情
報が付随します。上に示したジョブの失敗については、次の例によって、どのよう
にキュー・マネージャーのエラー・ログ情報を見つけるかを示します。
9/13/2009 19:26:58 - Process(7008.130) User(MUSR_MQADMIN) Program(amqzlaa0.exe)
AMQ8077: Entity ’test’ has insufficient authority to access object ’QUEUE1’.
EXPLANATION:
The specified entity is not authorized to access the required object. The
following requested permissions are unauthorized: put
ACTION:
Ensure that the correct level of authority has been set for this entity against
the required object, or ensure that the entity is a member of a privileged
group.

この情報は、アクセス制御検査が失敗したユーザー ID (test)、検査が失敗した MQ
オブジェクト (QUEUE1)、およびオペレーションが要求した許可 (put) を示しま
す。
MQ コマンド・ライン・ツール dspmqaut を使用して、特定のオブジェクトに対し
て特定のユーザー ID に付与されている、現在の許可を表示します。例えば、キュ
ー・マネージャー QMNAME の下にあるキュー QUEUE1 に対してユーザー ID
test に付与された許可を示します。
dspmqaut -m QMNAME -t queue -n QUEUE1 -p test
エンティティー test には、オブジェクト QUEUE1 に対する次の許可があります。
get
browse
crt
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第 5 章 IBM WebSphere MQ ステージ
IBM WebSphere MQ ステージは、メッセージングがソースおよびターゲット・デー
タの別の形式を表す場合にお客様にメッセージ・ベースのソリューションを提供す
るパッシブ・ステージです。 WebSphere MQ ステージにより、InfoSphere
DataStage and QualityStage デザイナーは、WebSphere MQ メッセージ・キューとの
間で読み書きを行うことができます。このステージは、以下のように使用できま
す。
v プログラム間で送信される際にメッセージを変換処理する、アプリケーション間
の中継として
v レガシー・データのメッセージ・キューへの伝送用のコンジットとして
v 非メッセージング・ターゲットへの伝送のメッセージ・キュー・リーダーとして
WebSphere MQ ステージは、すべての InfoSphere DataStage データ・フロー・ダイ
アグラムのソースまたはターゲットとして使用できます。このステージは、標準の
行および列形式のデータを処理します。このステージは、メッセージ・ライターと
してデータグラム・メッセージのみを書き込みます。このステージは、メッセー
ジ・リーダーとしてすべてのメッセージ・タイプを受け入れます。
v 読み取りが参照読み取りの場合、メッセージはキューに残ります。
v 作業単位のトランザクション制御が適用されている場合、メッセージは、正常な
書き込みに続くコミットの後に限ってキューから削除されます。
要求メッセージが読み取られた場合は、必ず別のアプリケーションが要求メッセー
ジを読み取り、応答するようにする必要があります。
WebSphere MQ には、以下の 2 つのバージョンがあります。
v クライアントのみ
v クライアント/サーバー
この相違点については、『クライアント/サーバー・バージョン』で説明します。

WebSphere MQ ステージの機能
WebSphere MQ ステージには、以下の機能があります。
v IBM WebSphere MQ メッセージ・キューとの間で読み書きを行います。
v 接続するキュー・マネージャーは 1 つですが、開くことができるキューは複数で
す。各リンクを異なるキューに関連付けることができます。
v ストリング形式のメッセージを処理します。
v メッセージのキューへの保持、その読み取り直後のメッセージの削除、あるいは
ジョブの正常完了時のメッセージの削除を行う、読み取りオプションを指定しま
す。
v ユーザー定義のメッセージ・タイプ、ユーザー指定のタイムアウト期間、または
メッセージ・カウントを処理して、終了条件を指定します。 (メッセージ読み取
りの場合)
© Copyright IBM Corp. 2001, 2011
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v 入力リンクで送信されるメッセージ記述子フィールドを指定します。 (メッセー
ジ書き込みの場合)
v メッセージの送達方法を制御します。例えば、その優先順位、持続、および存続
時間のデータ。 (メッセージ書き込みの場合)
v 多対 1 および 1 対多の行形式をサポートします。
v ローカル作業単位をサポートします。
v メッセージ記述子フィールドの選択に関連するメタデータの定義を容易にするた
めの、カスタム GUI を指定します。
v メッセージ記述子データ上の変換処理を指定する新規データ・エレメントを定義
します。
v パブリッシュ/サブスクライブ通信モデルをサポートします。
v NLS (各国語サポート) をサポートします。
次の機能はサポートされません。
v 参照リンク。メッセージ・データの持続が保証されず、参照はキー・ベースでは
ないため、これらはサポートされません。
v トリガーおよびその他のイベント関連メッセージなど、非ストリング・ベース・
メッセージの処理。
v グローバル作業単位。
v メタデータのインポート。
v カスタム GUI を使用してサンプルのネイティブ・データを表示する機能であ
る、データ参照。
v 要求メッセージ。キュー書き込みは、すべてデータグラム・メッセージです。
v 単一行の、リピーティング・グループの行データ。
v 複合メッセージ・フォーマット。
v MQ シリーズ・クライアント専用オプション。

用語
以下の表に、この文書で使用する IBM WebSphere MQ ステージの用語をリストし
ます。
表 10. WebSphere MQ 用語
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用語

説明

データグラム・メッセージ

応答が期待されない情報を含むメッセージ。

メッセージ・キュー

キューの同義語。

名前リスト

キュー名のリストを含む WebSphere MQ オ
ブジェクト。

オブジェクト権限マネージャー (OAM)

UNIX および Windows システムの
WebSphere MQ のコマンドおよびオブジェク
ト管理用のデフォルトの許可サービス。

キュー

WebSphere MQ オブジェクト。メッセージ・
キューイング・アプリケーションは、キュー
との間でメッセージの読み書きを行えます。
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表 10. WebSphere MQ 用語 (続き)
用語

説明

Queue get、MQGET

キューからメッセージをリトリーブする処理
読み取り。

キュー・マネージャー

アプリケーションにキューイング・サービス
を提供するシステム・プログラム。

Queue put、MQPUT

キューにメッセージを書き込む処理書き込
み。

要求メッセージ

応答が要求されるメッセージ。

XML

構造化情報が含まれる文書のマークアップ言
語。これは、これらの文書を Web にパブリ
ッシュする場合に使用できます。 XML は、
データ統合アプリケーションにおけるメッセ
ージの一般的な形式です。

クライアントのみおよびクライアント/サーバー・バージョン
WebSphere MQ には、以下の 2 つのバージョンがあります。
v クライアントのみは、ワークステーションおよびリモート無線サポート用にデザ
インされています。この占有スペースは小さく、ローカル WebSphere MQ サー
バーは不要です。 MQ サーバーには IBM InfoSphere DataStage をインストール
する必要はありません。
v クライアント/サーバーの場合は、WebSphere MQ サーバーが存在する必要があり
ます。 MQ サーバーには、InfoSphere DataStage をインストールする必要があり
ます。
注: 単一の InfoSphere DataStage コンピューターで、両方のバージョンを使用す
ることはできません。
ユーザー・インターフェースは、両方のバージョンで同じです。

パブリッシュ/サブスクライブ通信モデル
パブリッシュ/サブスクライブ通信モデルを使用すると、アプリケーションは、特定
のパートナーに縛られません。パブリッシュ/サブスクライブ・システムは、データ
を処理し、メッセージの宛先または送信元に対する特定の要件はまったくありませ
ん。パブリッシュ/サブスクライブは、情報の利用者から情報のプロバイダーを分離
します。
情報のプロバイダーは、パブリッシャーと呼ばれます。パブリッシャーは、サブジ
ェクトに関する情報を提供します。情報の利用者は、サブスクライバーと呼ばれま
す。ブローカーは、2 つの間で中間の役を務めます。
注: サブスクライバーは、パブリケーションを受け取るために、ブローカーに登録
したり、ブローカーから登録抹消する必要があります。これは、IBM InfoSphere
DataStage の外、または IBM WebSphere MQ ステージによって行うことができま
す。
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情報は、MQ メッセージで送信され、情報のサブジェクトは、トピックによって識
別されます。パブリッシャーは、情報がパブリッシュされるときにトピックを指定
します。サブスクライバーは、情報が必要なトピックを指定します。サブスクライ
バーにはサブスクライブされた情報のみが送信されます。
WebSphere MQ ステージは、サブスクリプションの登録と登録抹消、メッセージの
読み取り、および、メッセージからのヘッダー情報のストリップができます。ま
た、必要であれば、実際のトピックを列に保管できます。
注: WebSphere MQ ステージは、自己定義メッセージの XML 標準規則のみサポー
トします。
「サブスクリプション」タブについては、 126 ページの『「サブスクリプション」
タブ』を参照してください。

WebSphere MQ ステージの使用
このタスクについて
IBM WebSphere MQ ステージの主な目的は、WebSphere MQ メッセージ・キュー
との間の読み書きです。メッセージ・キューについては、『WebSphereMQ ステー
ジ・メッセージ・キュー』を参照してください。
WebSphere MQ キューからデータを読み取る場合は、以下の 2 つの方法のいずれか
を使用できます。
v キューを参照して (『キューの参照』を参照)、メッセージをそのままにするか、
破棄します。
v コミットによりオリジナル・メッセージを破棄する前に、作業単位下のトランザ
クション制御を使用して、キューからメッセージを読み取り、それを正常に書き
込みます (『作業単位の処理』を参照)。

IBM WebSphere MQ ステージ・メッセージ・キュー
次のセクションでは、フォーマットやセキュリティーだけでなく、キュー・マネー
ジャー、キューとメッセージの詳細、メッセージの行について説明します。

キュー・マネージャー
キュー・マネージャーは 1 つ以上のキューを制御します。ジョブをデザインすると
きには、適切なステージ・プロパティーを指定してキュー・マネージャーに接続し
ます。各ステージ・インスタンスは、1 つのキュー・マネージャーにのみ接続でき
ます。
ただし、さまざまなキューを開くことができるため、キュー名はリンク・プロパテ
ィーです。この必須のプロパティーによって、ステージ・インスタンスで 1 リンク
ごとに 1 つのキューを読み取りまたは書き込み用に開くことができます。 IBM
InfoSphere DataStageand QualityStage ディレクターを使用して、指定されたキューと
キュー・マネージャーの名前に基づいて接続を検証できます。
名前リストは、入力リンク用にサポートされます。名前リストとは、キュー名のリ
ストを含んだ WebSphere MQ オブジェクトです。キュー名の代わりに名前リストを
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指定すると、ステージは名前リストに定義された各キューから動的に配布リストを
作成して、それらのキューにメッセージを書き込みます。配布リストを使用すれ
ば、1 回の書き込みで複数の宛先にメッセージを送信できます。 1 回のオープンで
複数のキューをオープンし、1 回の書き込みで各キューにメッセージを送信できま
す。
注: WebSphere MQ 6 を使用してキュー・マネージャーを作成中に問題が発生した
場合は、WebSphere MQ に FixPack 6.0.2 を適用してください。
入力リンクおよび出力リンクについて詳しくは、『WebSphere MQ 入力データの定
義』および『WebSphere MQ 出力データの定義』を参照してください。

キューおよびメッセージ詳細
リンク・プロパティーを指定して、追加のキューおよびメッセージ詳細を定義でき
ます。列メタデータは、メッセージの内容を 1 つ以上の列に解析する方法を記述し
ます。複合メッセージ・フォーマットはサポートされていないため、IBM
WebSphere ステージは、すべてのメッセージを固定長レコードとして解析します。
メタデータは、各フィールドの長さを定義します。 WebSphere MQ ステージは、メ
タデータで定義されるフィールド長以内の長さのメッセージをサポートします。列
幅およびデータ長について詳しくは、 129 ページの『列の長さのルール』を参照し
てください。
WebSphere MQ メッセージの構造および配置の説明と取得については現在のところ
標準がないため、これはお客さまのアプリケーション・デザインで処理する必要が
あります。 WebSphere MQ ステージは、メッセージの構造を動的に取得することは
できません。
実際の列定義は、アプリケーション・プログラム、そのサポートされるデザイン・
ツールから、または手動による入力によって直接リトリーブされます。 XML コン
テンツを使用したメッセージの場合は、文書タイプ定義 (DTD) および XML 文書
メタデータの InfoSphere DataStage サポートによって、メッセージの詳細が定義さ
れます。

メッセージ内の行
簡単に言えば、IBM InfoSphere DataStage は、キューの取得操作ごとに行を読み取
って処理するか、ステージがジョブの別の部分から受信する行ごとにキューの書き
込みを実行します。
しかし、アプリケーションによっては、関係行と、メッセージ内に含まれる単一ト
ランザクション間には 1 対 1 の相関関係がない場合があります。さらに、
WebSphere MQ メッセージはその独自の階層構造を持つことができます。メッセー
ジごとに 1 つの物理的行が存在できますが、その行自体は、複数のリピーティン
グ・グループを含んでもかまいません。
WebSphere MQ メッセージは非常に大きくてもかまいません。単一メッセージが、
応答セット全体であっても、ファイルの内容であってもかまいません。行の長さ
は、以下のいずれかの方法で、InfoSphere DataStage ジョブのリンクをデザインする
ときに定義します。
v 「列の数」。単一メッセージに複数行を入れることができます。合計列数は、そ
のバイトの長さを含め、行の長さと同じです。ステージは、メッセージを読み取
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る際、その長さに基づいて、行を InfoSphere DataStage エンジンにリリースしま
す。列について詳しくは、『「列」タブ』を参照してください。
v 「CRLF」。CRLF は、ASCII メッセージで使用可能な場合は、メッセージの読
み取りの際に、オプションで行の終わりを示します。すなわち、キューを 1 つ獲
得するごとに、多くの行がリンクにリリースされ処理される可能性があることを
意味します。「出力」ページの「レコードの終端を無視」ボックスで、CRLF を
行の終端文字として扱うかどうかを指定します。
v 「メッセージごとの行数」。WebSphere MQ メッセージを書き込む際、「入力」
ページの「メッセージごとの行数」ボックスで、キュー書き込みを実行する時点
を指定します。
「入力」および「出力」ページについて詳しくは、『「入力」ページについて』お
よび『「出力」ページについて』を参照してください。

XML 形式
XML は、データ統合アプリケーションにおけるメッセージの一般的な形式です。
XML の階層の性質は、単一キューの獲得は 1 つの行の獲得に等しい可能性を示唆
しています。
また、行は、リピーティング・グループを含む複雑な内部構造を持つことを暗黙に
示します。このことは、他のメッセージ・フォーマットにも当てはまる可能性があ
ります。この場合、IBM WebSphere MQ ステージは、これらのメッセージを 1 つ
の行として単純に処理し、行を、XML リーダー・ステージのような InfoSphere
DataStage 内の既存テクノロジーによって変換処理します。 WebSphere MQ ステー
ジは、複雑なメッセージ構文解析をサポートしません。

キューの参照
このタスクについて
キューからメッセージを読み取る 1 つの方式が、キューの参照です。参照モードの
読み取りでは、キューからメッセージを削除するかどうかを選択します。非破棄読
み取りでは、メッセージはそのまま残ります。読み取り元破棄では、メッセージは
特定の環境下で破棄されます。
IBM WebSphere MQ ステージがメッセージを読み取った後、行または、その出力リ
ンク上のメッセージを以下のステージにリリースします。
v 別の WebSphere MQ ステージ
v Transformer ステージ
v その他のすべてのアクティブまたはパッシブ・ステージ
行またはメッセージは、次にアプリケーションにふさわしく処理されます。

作業単位の処理
キューを処理する別の方式には、キューからメッセージを読み取るだけでなく、メ
ッセージが正常に処理された後にキューからそのメッセージを取り除くことが含ま
れます。そのために、IBM WebSphere MQ ステージは、作業単位を使用してトラン
ザクション制御をキュー管理に組み込んでいます。WebSphere MQ ステージでは、1
つのキュー・マネージャーへの接続に対して専用の、そのコンテキスト内の作業単
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位をローカルに定義できます。これは、InfoSphere DataStage が、キューから読み取
り、メッセージの内容を変換し、次にその情報を別のキューに送達するときに役立
ちます。トランザクションを制御するには Transformer ステージを使用する必要が
あり、トランザクション制御をオンにする必要があります (『トランザクションの
グループ化有効』を参照)。
注: グローバル作業単位は、メッセージの読み取り、SQL 挿入の実行のように MQ
や RDBMS 境界を超えます。このグローバル作業単位は、現在のところサポートさ
れていません。現在、ローカル作業単位のみがサポートされます。
InfoSphere DataStage は、作業単位を次のように処理します。
1. 読み取り元破棄を行わないキュー参照を使用してキューを読み取ります。
メッセージは読み取りの後もソース・キューに残ります。メッセージが正常に処
理されるまでメッセージをキューから取り除くのは賢明でないので、このように
しています。リーダー WebSphere MQ ステージには、処理の成否を判別する方
法はありません。
2. メッセージを処理します。
3. メッセージの 2 回目の読み取りを実行します。
4. ターゲット・キューへメッセージを書き込みます。
5. キュー・コミットを実行します。
コミットする前にジョブが失敗した場合、オリジナル・メッセージはソース・キ
ューに残っています。この機能は、queue get、queue put とコミットおよびロー
ルバック呼び出しに対する、同期点制御オプションでサポートされています。ジ
ョブが成功した場合、オリジナル・メッセージはコミットの一環として削除され
ます。

ジョブ・シナリオ
このタスクについて
以下のジョブで、WebSphere MQ ステージがローカル作業単位を処理する方法を示
します。入力および出力リンクについて詳しくは、「入力」ページの『全般タ
ブ』、および「出力」ページの『全般タブ』を参照してください。

図 4. 論理行に分割されるメッセージを示すジョブ・フロー
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Transformer ステージは物理メッセージを論理行に分割し、論理行は、別々の入力リ
ンクの WebSphere MQ 書き込みステージに送信できます。入力リンクはオリジナ
ル・メッセージを再読み取りするため、これらのメッセージ書き込みは、ローカル
作業単位に調整できます。
「入力」ページの「トランザクション処理」タブが、トランザクション制御グルー
プの各リンクの役割を定義します。「入力」ページの「トランザクション処理」タ
ブについて詳しくは、『トランザクション処理』タブを参照してください。
最初のリンク、DSLink4 で、メッセージ ID を搬送する制御リンクを定義します。
このリンクは、書き込みではなく、メッセージ ID によって識別されたメッセージ
の読み取りを、自由奔放に行います。
DSLink5 での正常な書き込みで、作業単位はコミットされ、ソース・キューから削
除されます。書き込みが失敗すると、ロールバックし、その結果メッセージはソー
ス・キューに残ります。
3 つ以上のキューが、オリジナル・メッセージまたはメッセージの変換処理を受信
する場合は、WebSphere MQ ステージへの入力リンクが 3 つ以上あることを示しま
す。この場合は、最後のリンクのみによって成功についてのコミットが行われま
す。制御リンクを含む入力リンクでの失敗はロールバックを引き起こし、オリジナ
ル・メッセージはそのままとなります。
次のセクションで、WebSphere MQ ステージが、以下のことを行う間に、作業単位
およびトランザクション制御を統合する方法の詳細を示します。
v 参照モードでのキューの読み取り
v メッセージ ID を使用した、宛先キューへのメッセージの書き込み
v ローカル作業単位のキュー・コミットの実行

読み取りキュー
IBM WebSphere MQ ステージは、参照モードでキューからメッセージを読み取り、
その出力リンクの行またはメッセージを Transformer ステージにリリースします。
参照モード読み取りは非破棄です。
行には、データ・フローに沿って、トランザクション制御を整合する Transformer
ステージに移動する固有のメッセージ ID が含まれています。この Transformer ス
テージは、書き込み用の同じ WebSphere MQ ステージに入る 2 つ以上の出力リン
クに分岐します。

ターゲット・キューへのメッセージの書き込み
Transformer ステージは、出力リンクのセットをトランザクション・グループとして
定義します。トランザクション・グループのいずれかのリンクは、制御リンクとし
て定義されます。制御リンクで定義する必要がある唯一の列は、メッセージ ID で
す。
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キュー・コミットの実行
このタスクについて
複数入力リンクの IBM WebSphere MQ ステージにおいて、制御リンクは、リンク
上に指定された固有のメッセージ ID を使用して、ソース・キューのオリジナル・
メッセージを再読み取りします。
キューの読み取りは、次に同期点制御下で実行されます。すなわち、トランザクシ
ョンの開始を意味します。ステージでは、そのターゲット・キューに、トランザク
ション・グループのその後続のリンクごとに、メッセージを書き込みます。
キュー書き込みが失敗すると、WebSphere MQ ステージは再読み取りメッセージに
基づいてキューのロールバックを実行し、オリジナル・メッセージはキューに残り
ます。しかし、すべてのキュー書き込みが成功すると、ステージはキュー・コミッ
トを実行し、オリジナル・メッセージはキューから削除されます。
メッセージと InfoSphere DataStage 行間に 1 対多の関係が存在すると、トランザク
ション制御はサポートされません。この状態は、以下のことを行って回避します。
v 「出力」ページの「全般」タブの「レコードの終端を無視」フィールドを使用し
て、論理行の終端文字としての CRLF を無視します (「全般」タブを参照)。
v 列の数によって指定された列の合計結合長を、メッセージの最低サイズに設定し
ます。

トラブルシューティング
このセクションでは、発生する可能性のある問題と、その解決方法について説明し
ます。

無限ループのトラブルシューティング
このタスクについて
同じプロセス内で同じキューに対して読み取りと書き込みをすると、「メッセージ
制限」で指定した最大数に達するまで、キューへの書き込みが繰り返し実行されま
す。無限ループの結果となるおそれもあります。この問題を避けるためには、次の
いずれかを実行します。
v 「メッセージ制限」。ステージがメッセージ読み取りを終了するための正の値を
指定します。「出力」ページの「全般」タブのパラメーターについて詳しくは、
「全般」タブを参照してください。
v 「ステージング領域」。一時ストレージのステージング領域として Sequential
File ステージを使用します。そして、キューへメッセージを書き戻す、もう 1 つ
のプロセスを追加します。

キュー・マネージャー構成のトラブルシューティング
1 プロセス当たり 1 つのキュー・マネージャーへしか接続が許可されません。この
制限を解除するには、次のいずれかを実行します。
v 「リモート・キュー定義」。第 2 キュー・マネージャーに属しているキューをリ
モート・キュー定義としてプライマリー・キュー・マネージャーに構成します。
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v 「クラスター」。プライマリー・キュー・マネージャーとリモート・キュー・マ
ネージャーをクラスターとして構成します。これで、ローカル・キュー・マネー
ジャーから、異なる複数のキュー・マネージャーに属するキューにアクセスでき
るようになります。
v 「ステージング領域」。一時ストレージのステージング領域として Sequential
File ステージを使用します。そして、キューへメッセージを書き戻す、もう 1 つ
のプロセスを追加します。これで、各プロセスがそれぞれ専用のキュー・マネー
ジャーへの専用の接続を持ちます。

応答およびレポート・メッセージ
キュー読み取りが発生したとき、ステージによって読み取られるメッセージによっ
ては、返りの応答またはレポート・メッセージを要求できるものもあります。これ
らの要求は通常はアプリケーションに固有であるため、IBM WebSphere MQ ステー
ジは、送信アプリケーションによって要求された応答またはレポート・メッセージ
を返しません。
しかし、ジョブ・シナリオで説明されるジョブ・シナリオにおいて、ジョブ内のメ
ッセージは、メッセージの発信元により定義されたメッセージ記述子情報を保存し
ます。メッセージがその意図する宛先に到達すると、宛先アプリケーションは、発
信元アプリケーションにより要求された応答およびレポートを提供します。

セキュリティー
オブジェクト権限マネージャー (OAM) は、UNIX および Microsoft Windows シス
テム上の IBM WebSphere MQ のコマンドおよびオブジェクト管理用のデフォルト
許可サービスです。これは、オペレーティング・システムのユーザー・グループに
対応するアクセス制御グループを使用して、キュー・マネージャーおよびキューへ
のアクセスを許可します。アプリケーションのユーザー ID によって、WebSphere
MQ オブジェクトへのアクセスが決まります。 OAM は、ユーザー独自のセキュリ
ティー・サービスによって置き換えることも、実行することもできます。
メッセージがキューに書き込まれる際、キュー・マネージャーはメッセージ記述子
にユーザー名を指定します。次にデフォルトの OAM は、このユーザー名に基づい
てアクセスを許可します。キュー・マネージャーは、デフォルトではオペレーティ
ング・システムからユーザー名を獲得します。しかし、アプリケーションは、その
独自のユーザー ID を指定できますが、それは有効なオペレーティング・システ
ム・ユーザーでなければなりません。
ステージ・プロパティーのユーザー名とパスワードを使用して、ジョブを実行する
ユーザーの ID を変更できます。ステージは、一度認証されると、以下のようにユ
ーザー名を使用してキュー・マネージャーに接続します。
v メッセージ書き込みの場合。 メッセージの ID コンテキストは、変更されて、指
定されたユーザーを反映します。
v メッセージ読み取りの場合。 指定されたユーザーに関連する権限は、キュー・マ
ネージャーがメッセージの可用性を判別する場合に使用します。
Windows。 Windows の場合、ジョブを実行する IBM InfoSphere DataStage ユーザ
ーには、Windows アドミニストレーターによって「トークン・オブジェクトの作
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成」ポリシーが付与されている必要があります。このユーザー・ポリシーなしに
は、ユーザーは WebSphere MQ ステージのユーザー名プロパティーで指定されたユ
ーザーの偽名を使用できません。
アドミニストレーター・グループ。 デフォルトでは、アドミニストレーター・グル
ープに属するユーザーには、システムのキュー・マネージャーおよびローカル・キ
ューへのコンプリート・アクセス権限があります。アドミニストレーター・グルー
プの例を、以下に示します。
v Windows のアドミニストレーター
v UNIX 上の root
v 両オペレーティング・システム上の WebSphere MQ mqm グループ
その他のユーザーには、各種 WebSphere MQ オブジェクトに対する明示的なアクセ
ス権限が与えられる必要があります。
setmqaut ユーティリティー。 OAM を使用する場合は、setmqaut ユーティリティ
ーを使用して、その他のオペレーティング・システム・ユーザーに必要な許可を付
与します。入力および出力リンクには、以下の最小限の許可が必要です。非アドミ
ニストレーター・ユーザーが WebSphere MQ ステージ・インスタンスを含むジョブ
を実行するには、以下の許可が必要です。
v 出力リンク (読み取り)
– キュー・マネージャーでの接続
– キューでの獲得および参照
v 入力リンク (書き込み)
– キュー・マネージャーでの接続
– キューでの書き込みおよび passall
v 名前リスト付き入力リンク (配布リスト書き込み)
– キュー・マネージャーでの接続
– 名前リスト上の Inq
– 名前リストのすべてのキュー名での書き込みおよび passall
v ローカル作業単位内の入力リンク (作業単位について詳しくは、『作業単位の処
理』を参照)
– 宛先によっては、前の許可を参照 (キューまたは名前リスト)
– 同期点読み取りのキューでの獲得

WebSphere MQ 接続の定義
ステージ GUI を使用して IBM WebSphere MQ ステージを編集する際、
「MQSeries ステージ」ダイアログ・ボックスが開きます。このダイアログ・ボック
スには、「ステージ」、「入力」、「出力」ページがあります (ステージへの入力
であるか、ステージからの出力であるかによって異なります)。この場合、ステージ
からの出力はありません。
v 「ステージ」。このページは、編集しているステージの名前を表示します。「全
般」タブは、WebSphere MQ 接続を定義します。詳しくは、キュー・マネージャ
ーへの接続を参照してください。
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「NLS」タブでは、ステージで使用する文字セット・マップを定義します。この
タブは、InfoSphere DataStage 用の NLS をインストールしている場合に限り、表
示されます。詳しくは、文字セット・マップの定義を参照してください。
v 「入力」。このページは、このステージへの入力リンクがある場合にのみ表示さ
れます。これは、メッセージが書き込まれるキューまたは名前リストを指定しま
す。また、優先順位、メッセージのタイプ、メッセージの持続性およびキューへ
のメッセージの書き込み方を指定します。
v 「出力」。このページは、このステージへの出力リンクがある場合にのみ表示さ
れます。これは、ステージがメッセージの読み取りを停止するための条件を指定
します。また、論理 InfoSphere DataStage 行の終了処理の方法およびメッセー
ジ・トラッキング・オプションを指定します。

IBM WebSphere MQ ステージの定義
このタスクについて
「MQSeries ステージ」ダイアログ・ボックスからの IBM WebSphere MQ ステージ
の定義の主なステップは次のとおりです。

手順
1. キュー・マネージャーに接続します ( 115 ページの『キュー・マネージャーへの
接続』を参照)。
2. オプション: 文字セット・マップを定義します (文字セット・マップの定義を参
照してください)。
3. ターゲット・ステージの場合は、入力リンクのデータを定義します (WebSphere
MQ 入力データの定義を参照)。または、ソース・ステージの場合は、出力リン
クのデータを定義します (WebSphere MQ 出力データの定義を参照)。
4. 「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。変更は、ジョ
ブ・デザインを保存するときに保存されます。

キュー・マネージャーへの接続
IBM WebSphere MQ 接続パラメーターは、「ステージ」ページの「全般」タブで設
定されます。
WebSphere MQ キュー・マネージャーに接続するには、次の情報を指定します。
v 「キュー・マネージャー」。ステージが接続するキュー・マネージャーの名前。
これは必須フィールドです。
v 「ユーザー名」。キュー・マネージャーに接続できる代替ユーザー名。このフィ
ールドが空きのままであれば、InfoSphere DataStage 接続情報が使用されます。
「ユーザー名」は、UNIX プラットフォームではアクティブではありません。
v 「パスワード」。指定されたユーザー名のパスワード。「ユーザー名」が省略さ
れる場合は、無視されます。「パスワード」は、UNIX プラットフォームではア
クティブではありません。
v 「説明」。オプション。ステージの目的の説明。
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文字セット・マップの定義
このタスクについて
プラグイン・ステージの文字セット・マップを定義できます。これは、「ステー
ジ」ページに表示される「NLS」タブで行います。「NLS」タブは、NLS がインス
トールされている場合にのみ表示されます。
次のボタンとフィールドを使用して、情報を指定します。
v 「ステージで使用するマップ名」。プロジェクトまたはジョブのデフォルトの文
字セット・マップを定義します。リストからマップ名を選択することで、マップ
を変更できます。
v 「ジョブ・パラメーターを使用...」。ジョブのパラメーター値を指定します。
#Param# の形式を使用します。ここで、Param はジョブ・パラメーターの名前で
す。ストリング #Param# は、ジョブが実行されるときに、ジョブ・パラメータ
ーに置き換えられます。
v 「すべてのマップを表示」。IBM InfoSphere DataStage 付属のすべてのマップを
リストします。
v 「ロードしたマップのみ」。現在ロードされているマップのみをリストします。

IBM WebSphere MQ 入力データの定義
メッセージをメッセージ・キューに書き込むとき、IBM WebSphere MQ ステージは
入力リンクを持ちます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、ステージ
GUI の「MQSeries ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで定義しま
す。

「入力」ページについて
「入力」ページには、「入力名」フィールド、「全般」、「オプション」、
「列」、「トランザクション処理」タブ、「列...」ボタンがあります。
v 「入力名」。入力リンクの名前。編集するリンクを「入力名」リスト・ボックス
から選択します。3 つ以上のキューが、オリジナル・メッセージまたは変換後の
メッセージを受信する場合は、複数の入力名が表示されます。最初のリンクは、
制御リンクを定義できます。制御リンクはキュー読み取りを実行します (オリジ
ナル・メッセージの再読み取り)。しかし、リンク実行の順序はトランスフォーマ
ーで変更できます。実行の順序を決定するには、次のようにします。
– カーソルをジョブ・フロー・ダイアグラムのリンクの上に置きます。ツールチ
ップにリンクの実行順序が表示されます。
– トランスフォーマー・エディターを開きます。右のペインの出力リンクのシー
ケンスは、実行の順序を示します。
実行シーケンスを変更するには、「出力リンク実行順序」をクリックします。
「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示され、
「ステージ」ページの「リンク順序」タブが開いています。
– 「入力」ページの「トランザクション処理」タブを選択します。「トランザク
ションのグループ化有効」を選択します。実行順にリンクがリストされます。
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v 「列...」。ボタンをクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表
示します。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示
したままにしておくことができます。
注: 入力リンクでは「データ参照」はサポートされません。

「全般」タブ
このタブは、デフォルトで表示されます。これには次のフィールドがあります。
v 「キュー名または名前リスト」。メッセージの書き込み先のキュー名または名前
リスト。名前リストを指定すると、メッセージは名前リストの各キューに書き込
まれます。トランザクション・モードでは、名前リストのすべてのキューへの書
き込みが成功しなければ、メッセージの書き込みはコミットされません。
v 「メッセージごとの行数」。ステージが書き込みを実行するまでにバッファリン
グする行数。デフォルトでは、入力リンクに 1 行到着するたびに 1 回書き込み
が実行されます。
v 「メッセージ優先順位」。キューに書き込まれるメッセージの優先順位。値が -1
であれば、メッセージはキュー・マネージャーのデフォルトの優先順位で書き込
まれます。0 が最下位の優先順位です。指定の優先順位がキュー・マネージャー
によってサポートされている最大優先順位を超えている場合、キュー・マネージ
ャーはメッセージを受け付け、それをキュー・マネージャーの最大優先順位でキ
ューに入れます。この場合、キュー・マネージャーは警告を返します。
v 「メッセージ・タイプ」。書き込まれるメッセージのタイプ。リスト・ボックス
には、IBM WebSphere MQ システムが定義するメッセージ・タイプの「要求」、
「応答」、「レポート」、「データグラム」が表示されます。また、ユーザー定
義のメッセージ・タイプを示す数値を入力できます。デフォルトは、データグラ
ム・メッセージです。
v 「メッセージの有効期限」。メッセージがキューに留まる時間の長さ (10 分の 1
秒単位)。メッセージがキューに留まっている時間が指定の時間を超えると、廃棄
されます。値 -1 は、時間が無制限であることを表します。値 0 は指定できませ
ん。
v 「メッセージ永続性」。キューに書き込まれるメッセージの永続性。次のいずれ
かの値を選択します。
– 「デフォルト」。メッセージは、キュー・マネージャーのデフォルトの永続性
でキューに置かれます。
– 「永続」。メッセージは、キュー・マネージャーを再始動したあとも残りま
す。
– 「非永続」。メッセージは、キュー・マネージャーを再始動すると残りませ
ん。
v 「メッセージ・フォーマット」。キューに書き込むメッセージのフォーマット。
次のいずれかの値を選択します。
– MQSTR
– MQRFH2
デフォルトは「MQSTR」です。
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v 「応答先キュー」。キューの名前。「メッセージ・タイプ」が「要求」の場合、
オプションを使用してキューの名前を指定できます。
v 「応答先キュー・マネージャー」。キュー・マネージャーの名前。「メッセー
ジ・タイプ」が「要求」の場合、オプションを使用してキュー・マネージャーの
名前を指定できます。
v 「CCSID」。メッセージ内の文字データの文字セット ID。次に説明する 4 つの
デフォルト値のいずれかを選択するか、好きな値を指定してください。
– 「キュー・マネージャー」。キュー・マネージャーの文字セット ID。
– 「デフォルト」。デフォルトのコード化文字セット ID。
– 「継承」。この構造の継承された文字セット ID。
– 「埋め込み」。埋め込み文字セット ID。
デフォルトは「キュー・マネージャー」です。追加情報については、IBM
WebSphere MQ のドキュメンテーションを参照してください。

「オプション」タブ
「オプション」タブには、メッセージの書き込み方法を制御するオプションが含ま
れています。
このタブには、次のフィールドがあります。
v 「トランザクション失敗時に行をリジェクト」。メッセージを書き込もうとして
失敗したときのメッセージの処理。選択されていて、しかもプット・メッセージ
が失敗した場合、次の場合を除きジョブの実行は続行されます。
– MQRC_CONNECTION_BROKEN
– MQRC_MISSING_REPLY_TO_Q
– MQRC_NOT_OPEN_FOR_INPUT
– MQRC_PUT_INHIBITED
– MQRC_Q_DELETED
– MQRC_Q_FULL
– MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE
– MQRC_Q_MGR_STOPPING
– MQRC_CONNECTION_STOPPING
v 「VarChar 列を空白で埋めない」。メッセージの長さが VarChar 列の最大長よ
りも短い場合のメッセージの処理。選択されている場合、列はメッセージの後ろ
にスペースを埋め込みません。

「列」タブ
このタブには、メッセージ・キューに書き込まれるデータの列定義が含まれます。
「列」タブは、ODBC ステージの「列」タブと同じように動作します。
注: 列幅のルールは、 129 ページの『列の長さのルール』で説明します。
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「トランザクション処理」タブ
このタブには、トランザクション制御グループの各リンクの役割を定義するパラメ
ーターがあります。このタブで、データ・ソースに書き込むときのステージのトラ
ンザクション処理機能を表示できます。
トランザクション処理の使用は、「トランザクションのグループ化有効」が選択さ
れているかどうかに依存します。コミットが発行される前に書き込まれる行数を指
定できます。
トランザクション制御情報の指定について詳しくは、トランザクション制御情報の
指定を参照してください。
「トランザクション処理」タブには次のフィールドが含まれます。
v 「トランザクションのグループ化有効」。このチェック・ボックスを選択する
と、現在選択されている入力リンクが属しているトランザクション・グループの
詳細をグリッドに表示します。「トランザクションのグループ化有効」は、少な
くとも 2 つの入力リンクがあれば有効になります。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せん。
v 「トランザクションごとの行数」。データがデータ表にコミットされる前に書き
込まれる行数。ローカル作業単位構成を失敗させないようにするには、値を明示
的に 1 に設定します。
v 「スキップ時」。書き込みが成功した後で実行する操作。直前の Transformer ス
テージでトランザクションの制約条件が満たされなかったためにリンクがスキッ
プされたとき、トランザクションを続行するかロールバックするかを指定しま
す。リストから「続行」または「ロールバック」を選択します。「スキップ時」
は、「トランザクションのグループ化有効」を選択した場合に使用可能です。
v 「失敗時」。書き込みが失敗した後で実行する操作。トランザクションをロール
バックするように指定します。ロールバックすると、メッセージはソース・キュ
ーに残ります。「失敗時」は、「トランザクションのグループ化有効」を選択し
た場合に使用可能です。

トランザクション制御情報の指定
このタスクについて
他のセクションでも説明したように、1 つのデータ・ソースに書き込みを行う複数
の入力リンクをトランザクション・グループとして結び付けることができます。ト
ランザクションのグループ化機能は、「トランザクション処理」タブの「トランザ
クションのグループ化有効」チェック・ボックスを使用してオンまたはオフにしま
す (デフォルトでは選択されていません)。
「トランザクションのグループ化有効」が選択されていない場合は、「トランザク
ション処理」タブの「トランザクションごとの行数」フィールドに適切な値を入力
できます。このフィールドで、何行書き込まれたらデータをデータ表にコミットす
るかを指定します。デフォルト値は 0 で、すべての行が書き込まれてから、データ
表にコミットされます。
トランザクションのグループ化が有効である場合、リンクのグループ化には次のル
ールが適用されます。
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v トランザクション・グループのすべての入力リンクは、同じ Transformer ステー
ジからのものでなければなりません。
v トランザクション・グループ内のリンクの順序は、前の Transformer ステージで
決められます。
v トランザクション・グループは、「トランザクションごとの行数」に 1 以外の値
を使用することはできません。
トランザクション・グループについて次の事項を認識している必要があります。
v トランザクションは、IBM WebSphere MQ ステージに先行する Transformer ステ
ージの各反復の最初に開始されます。前のトランザクションから残った、コミッ
トされていない変更はロールバックされます。
v トランザクション・グループのリンクは、Transformer ステージで指定された順番
どおりに処理されます。前の Transformer ステージで定められた制約により、個
別のリンクがスキップされることがあります。
v トランザクション・グループの各リンクは、障害時にロールバックするかどうか
を指定できます。いずれかのリンクでロールバックが実行されると、トランザク
ションが破棄され、グループの以後のリンクがスキップされます。
v トランザクション・グループの各リンクは、そのリンクでの制約が満たされない
場合、ロールバックするように設定できます。また、そのようなロールバックで
トランザクションが破棄されると、グループの以後のリンクはスキップされるこ
とになります。
v 各リンクの行カウンターは、リンクに関連付けられたメッセージの書き込みが正
常に実行され、トランザクションのコミットが成功した場合のみ増分されます。
v 先行のリンクがロールバックを実行しなければ、トランザクション・グループの
最後のリンクが処理された後に、トランザクションは終了します。この場合、ト
ランザクションはそこで終了します。
トランザクション・グループでのリンク使用については、作業単位の処理を参照し
てください。

WebSphere MQ 出力データの定義
IBM WebSphere MQ キューからデータを読み取る ときは、WebSphere MQ ステー
ジに出力リンクがあります。このリンクのプロパティーと列定義は、「MQSeries ス
テージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義します。

「出力」ページについて
「出力」ページには、「出力名」フィールド、「全般」、「オプション」、「メッ
セージ・タイプ・オプション」、「オプション」、「メッセージ・フィルタリン
グ・オプション」、「メッセージ・トラッキング・オプション」、「サブスクリプ
ション」、「列」タブ、「列...」、「データ参照...」ボタンがあります。
v 「出力名」。出力リンクの名前。編集するリンクを「出力名」リスト・ボックス
から選択します。このリスト・ボックスには、すべての出力リンクが表示されま
す。
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v 「列...」。ボタンをクリックして、出力リンクに指定された列の要約リストを表
示します。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示
したままにしておくことができます。
v 「データ参照」。ボタンをクリックして、IBM WebSphere キューを参照します。
すべての参照は非破棄読み取りを使用します。「読み取り元破棄」(「オプショ
ン」タブを参照) を選択すると、オプションは無視されます。
「データ参照」によって、「表示」ボタンを使用して表示する列を選択すること
ができ、挿入する列を選択できます。フィールドにバイナリー・データが含まれ
ている場合は、そのデータは疑問符 (?) で置き換えられ、データに特別な意味が
ない場合に正しく画面に表示されるようにします。バイナリー・データにセマン
ティックな意味がある場合、ステージは、セマンティックな意味を表示できるフ
ィールドにデータを変換しようと試みます。
メッセージ・フィルターは、参照できます。「メッセージ・フィルタリング・オ
プション」タブを参照してください。
「待ち時間」、「メッセージ制限」、および「データの終わりメッセージ」(「全
般」タブを参照) を組み合わせると、キューの参照を終了させます。「待ち時
間」は、待ち時間が延長されないように、内部的に 0 に設定されます。
– 「メッセージ制限」の値を 0 に設定すると、キュー内のすべてのメッセージ
が表示されます。
– 「メッセージ制限」の値を n に設定すると、キュー内の n 個のメッセージが
表示されます。
– n がメッセージ数よりも大きい場合、「データの終わりメッセージ」の値が、
メッセージの終了をシグナル通知します。
次の例では、参照キューは、10 個のメッセージが含まれているとしていま
す。
– 「メッセージ制限」が 0 に設定されると、10 個のメッセージが表示されま
す。
– 「メッセージ制限」が 5 に設定されると、5 個のメッセージが表示されま
す。
– 「メッセージ制限」が 100 に設定されると、待機なしで 10 個のメッセージ
が表示されます。
– 「メッセージ制限」が 10 に設定されると、10 個のメッセージが表示されま
す。
注: 「ステージ」ページの「キュー名」に値を指定していなければ、「データ
参照」はアクティブではありません。

「全般」タブ
このタブは、キュー名、メッセージの読み取りの停止に必要なジョブ制御、メッセ
ージ・トラッキング・オプションを入力するためのインターフェースを提供しま
す。
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IBM WebSphere MQ キュー・ステージは、キューからのメッセージ読み取りを終了
するタイミングを認識する必要があります。メッセージは予想どおりにも不規則に
も送達できるため、データ・セットの論理的な終了を特定するのは困難です。
ステージがキューからのメッセージの読み取りを停止するタイミングは、出力リン
クのプロパティーで制御します。これらのプロパティーは、相互排他的ではありま
せん。ステージは、これらのうち最初の条件が一致したときに、データ・メッセー
ジの終了を返します。次のことを定義できます。
v メッセージが到着するのを待機する時間
v データの終了に達したときに送信されるメッセージ
v キューから読み取るメッセージの数
出力リンク・プロパティーは次の読み取りオプションも提供します。
v キューでのメッセージの保守
v 読み取り直後の各メッセージの削除
v ジョブ正常終了時のメッセージの削除
「全般」タブには、次のフィールドがあります。
v 「キュー名」。メッセージの読み取り元のキュー名。
v 「待ち時間」。キューからメッセージが読み取られるのを待機する秒数。この時
間が経過してもメッセージが入手できなければ、ジョブは終了します。次のいず
れかの値を選択します。
– 0 は、メッセージの到着待ちをしません。
– -1 は、メッセージが到着するまで無期限に待ちます (デフォルト)。
– 正整数 n で、待ち時間の秒数を指定します。
5 分より長い待ち時間を指定すると、5 分間隔で切り上げられます。例えば、
7 分を指定すると、実際の待ち時間は 10 分になります。
v 「メッセージ制限」。キューから読み取るメッセージの数。このフィールドに正
の整数 (0 より大きい値) を指定した場合、ステージは、指定した数のメッセージ
を読み取ると、キューにメッセージが残っていてもメッセージ読み取りを終了し
ます。デフォルト値の 0 は、「メッセージ制限」ではデータの終了を表せないこ
とを示します。
注: 次のすべてを満足する条件を設定した場合は、ジョブが終了できなくなるた
め、警告メッセージが出力されます。
– 「待ち時間」が -1
– 「メッセージ制限」が 0 以下
– 「データの終わりメッセージ」が 0
v 「データの終わりメッセージ」。メッセージ・ディスクリプターに保管され、ユ
ーザー定義メッセージ・タイプを示す整数。デフォルト値の 0 は、メッセージ読
み取りの終了を知らせる特別メッセージが期待されていないことを示します。一
般的に、ステージは、データグラムまたは要求メッセージを処理します。ステー
ジは、この整数に一致するタイプをもつメッセージを受け取ると、処理を終了し
ます。次の MQ 定数は、ユーザー定義メッセージ・タイプの上限値および下限値
で、「データの終わりメッセージ」値に期待される範囲を定義します。
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– MQMT_APPL_FIRST
– MQMT_APPL_LAST
MQMT_APPL_FIRST から MQMT_APPL_LAST までの整数を指定できます。
v 「説明」。オプション。出力リンクの説明。
注: 「メッセージ制限」に達しなかったり、「データの終わりメッセージ」を受
信しなかったりした場合、ジョブは無期限に実行し続けるおそれがあります。こ
れを避けるため、「出力」ページの「全般」タブで、「待ち時間」に適切な値を
指定してください。

「オプション」タブ
このタブには、メッセージの読み取り方法を決めるオプションがあります。「オプ
ション」タブには次のチェック・ボックスが含まれます。
v 「読み取り元破棄」。実行される読み取りのタイプ。選択されていない場合 (デ
フォルト)、読み取り後もメッセージはキューに残ります。選択されている場合、
各メッセージは読み取り直後にキューから削除されます。
注: ローカル作業単位を持つジョブでは「読み取り元破棄」を使用しないでくだ
さい (作業単位の処理を参照)。
v 「ジョブ終了時に一度だけコミット/バックアウト」。実行される読み取りの細分
のタイプ。このチェック・ボックスは「読み取り元破棄」が選択されている場合
のみアクティブです。「ジョブ終了時に一度だけコミット/バックアウト」が選択
されている場合、メッセージはジョブが正常に終了したときのみ削除されます。
ジョブが正常に終了しなかった場合、メッセージはキューに残ります。選択され
ていない場合 (デフォルト)、各メッセージは読み取り直後にキューから削除され
ます。
複数のプロセスから構成されているジョブでは、「ジョブ終了時に一度だけコミ
ット/バックアウト」は使用しないでください。次の例では、ジョブは表またはフ
ァイルに書き出し、その表またはファイルから読み取ります。IBM InfoSphere
DataStage は、この構成で複数のプロセスを導入します。

図 5. 複数のプロセスと 1 つのターゲット・ファイルのジョブ・フロー

次の例では、WebSphere MQ ステージに直接リンクされた 2 つのターゲット・
ファイルがあり、InfoSphere DataStage はここでも複数のプロセスを導入します。
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図 6. 複数のプロセスと 2 つのターゲット・ファイルのジョブ・フロー

注: AFTER SQL ステートメントが失敗しジョブが異常終了した場合、メッセー
ジは既に正常にターゲットに移動されているので、「ジョブ終了時に一度だけコ
ミット/バックアウト」が選択されていても、メッセージはキューから削除されま
す。
v 「レコードの終端を無視」。ステージが、メッセージ・ストリームの復帰または
改行を論理 InfoSphere DataStage 行の終了と見なさないことを指定するチェッ
ク・ボックス。選択されていない場合は、復帰または改行は、論理 InfoSphere
DataStage 行の終了であることを示します。したがって、1 つの WebSphere MQ
メッセージが複数の InfoSphere DataStage 行になる場合があります。
v 「バッファー不一致時に切り捨て」。メッセージを切り捨てるかどうかを指定す
るチェック・ボックス。選択されていて、バッファー・サイズが着信メッセージ
よりも小さい場合、ステージはメッセージを切り捨てます。選択されていて、バ
ッファー・サイズが着信メッセージよりも大きい場合、ステージはメッセージを
ブランクまたはゼロで埋め込みます。選択されていない場合 (デフォルト)、バッ
ファー・サイズが着信メッセージよりも小さければ、ステージはメッセージを複
数の行に分割します。
v 「VarChar 列を空白で埋めない」。メッセージの長さが VarChar 列の最大長よ
りも短い場合のメッセージの処理。選択されている場合、列はメッセージの後ろ
にスペースを埋め込みません。「VarChar 列を空白で埋めない」は、「バッファ
ー不一致時に切り捨て」を選択しなければアクティブになりません。
v 「MQGET 呼び出し時にデータを変換」。自動変換を実行するかどうかを指定す
るチェック・ボックス。チェック・ボックスが選択されている場合、ステージは
Message Get Options 構造で MQGMO_CONVERT オプションを設定し、自動変
換が実行されます。チェック・ボックスが選択されていない場合 (デフォルト)、
ステージは MQGMO_CONVERT オプションを設定せず、自動変換は実行されま
せん。

第 5 章 IBM WebSphere MQ ステージ

187

「メッセージ・タイプ・オプション」タブ
このタブには、メッセージの読み取り方法を決めるオプションがあります。
「メッセージ・タイプ・オプション」タブには、追加値を指定するための複数のチ
ェック・ボックスと場所が含まれます。選択したメッセージ・フィルタリング・オ
プションに一致するメッセージ・タイプを持つメッセージのみが、キューから抽出
され、出力リンクで列として渡されます。「システム開始時」と「システム終了
時」は、システム固有値の範囲を構成します。「アプリケーション開始時」と「ア
プリケーション終了時」は、アプリケーション固有値の範囲を構成します。
「追加値」を使用して、特定の値を指定します。数および数の範囲は、コンマで区
切って指定できます。
チェック・ボックスによって示された値と「追加値」で提供された値は、処理のた
めに、コンマで区切られた 1 つのストリング値に連結されます。

「メッセージ・フィルタリング・オプション」タブ
このタブは、メッセージをフィルタリングまたは検証するためのオプションを提供
します。各入力値は、指定の条件を満たさなければなりません。
「メッセージ・フィルタリング・オプション」タブには次のフィールドが含まれま
す。
v 「フィルタリングを適用」。フィルタリングがアクティブであるかどうかを指定
するチェック・ボックス。選択されていない場合 (デフォルト)、フィルタリング
はアクティブではありません。
v 次の表は、フィルタリングできるプロパティーと、検証条件のリストです。
表 11. プロパティーと条件
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プロパティー

検証条件

優先順位

0 から 999,999,999 の値

相関 ID

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 24 文字までの文字ストリング

グループ ID

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 24 文字までの文字ストリング

オフセット

0 から 999,999,999 の値

シーケンス

-1 から 999,999,999 の値

書き込み日付

YYYYMMDD (ジョブ・パラメーターでない
場合、各エレメントに対して 8 文字まで)

書き込み時刻

HHMMSSTH (ジョブ・パラメーターでない
場合、各エレメントに対して 8 文字まで)

メッセージ・フォーマット

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 8 文字までの文字ストリング

メッセージ・バッファー長

0 から 4194304 の値

オリジナル・ユーザー ID

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 12 文字までの文字ストリング

オリジナル・アプリケーション名

ジョブ・パラメーターではない各エレメント
のための 28 文字までの文字ストリング
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表 11. プロパティーと条件 (続き)
プロパティー

検証条件

オリジナル・アプリケーション・タイプ

1 から 999999999 の値

「メッセージ・トラッキング・オプション」タブ
このタブは、メッセージをトラッキングするためにオプションを提供します。
「メッセージ・トラッキング・オプション」タブには、メッセージ・ディスクリプ
ターから抽出し、出力リンクで列として渡すことができるメッセージ・トラッキン
グ・データのサブセットが含まれます。メッセージ・トラッキング・データには、
次のものがあります。
v 「優先順位」。メッセージ優先順位
v 「相関 ID」。メッセージ相関識別子
v 「グループ ID」。メッセージ・グループ ID
v 「オフセット」。セグメント化メッセージのメッセージ・オフセット
v 「シーケンス」。メッセージ・シーケンス番号
v 「書き込み日付」。未変更メッセージの書き込み日付
v 「書き込み時刻」。未変更メッセージの書き込み時刻
v 「メッセージ・タイプ」。メッセージ・タイプ
v 「メッセージ・フォーマット」。メッセージ・データのフォーマット名
v 「メッセージ・バッファー長」。読み取りから返されるメッセージの長さ
v 「オリジナル・ユーザー ID」。ユーザー識別子
v 「オリジナル・アプリケーション名」。メッセージを書き込むアプリケーション
の名前
v 「オリジナル・アプリケーション・タイプ」。メッセージを書き込むアプリケー
ションのタイプ
これらのメッセージ・トラッキング項目の列メタデータは、ユーザー・インターフ
ェースによって自動的に維持されます。

「サブスクリプション」タブ
「出力」ページにある「サブスクリプション」タブは、パブリッシャー/サブスクラ
イバー通信モデルをサポートします。
「サブスクリプション」タブには次のフィールドが含まれます。
v 「サブスクライバーの登録/登録抹消」。サブスクライバーをIBM InfoSphere
DataStageの外側で登録するのか、あるいは、WebSphere MQ ステージを通して登
録するのかを指定するチェック・ボックス。選択した場合、ステージは、「サブ
スクライバーの登録」コマンドをサブミットします。
v 「トピック/複数トピック」。サブスクライバーにとって興味のあるトピック。関
心のあるトピックを入力します。ステージは、指定されたトピックと一致するメ
ッセージを読み取ります。
トピックは複数のレベルを指定できます。スラッシュ (/) を使用してレベルを区
切ります。
第 5 章 IBM WebSphere MQ ステージ

189

トピック名の最大長は、126 バイトです。
ステージはワイルドカードをサポートします。次を使用します。
– 複数レベルのトピックに一致するアスタリスク (*)。 (ポンド記号 (#) は
InfoSphere DataStage で特別な意味を持つため、使用できません。)
– 正符号 (+) は、1 つのレベルのトピックに一致します。
v 「ローカル・サブスクリプション」。ブローカーに、サブスクリプションがロー
カルであり、ネットワーク内の他のブローカーには配布しないように指示するチ
ェック・ボックス。パブリッシャーがローカルと指定している、このノードのパ
ブリケーションのみが、このサブスクライバーに送信されます。
v 「新規パブリケーションのみ」。新規パブリケーションのみ (サブスクリプショ
ンの登録時に保存されたものではない) が送信されることを指定するチェック・
ボックス。
v 「応答先キューがモデル・キュー名」。ブローカーが、モデル・キューである応
答キューにサブスクリプション応答を送信することを指定するチェック・ボック
ス。ステージは、実行時にモデル・キューを作成します。
v 「サブスクライバーの ID としての相関 ID」。メッセージ・ディスクリプター
の相関 ID がサブスクライバーの ID の一部であることを指定するチェック・ボ
ックス。
v 「応答先キュー」。ブローカーがサブスクリプション応答を送信するキューの名
前。
v 「サブスクリプション名」。サブスクリプション名。指定された場合、従来の識
別に代わって、サブスクリプション名がサブスクリプションを識別するために使
用される単一フィールドです。
注: 従来の識別は、キュー・マネージャー、キュー、およびサブスクリプション
の参照に使用されるオプションの相関 ID です。
v 「相関 ID」。サブスクライバーの識別に使用される相関 ID 値。

混合メッセージ・フォーマットの読み取り
このタスクについて
IBM WebSphere MQ ステージでは、例えば、ストリング、MQRFH2、および
NONE 形式などの、混合メッセージ・フォーマットを読み取るジョブのデザインが
可能です。 MQRFH2 形式でメッセージを読み取る場合は、「フィルタリングを適
用」を選択する必要があります。 「メッセージ・フィルタリング・オプション」タ
ブを参照してください。「フィルタリングを適用」が選択されない場合、ステージ
が読み取るのは、ストリング・フォーマットのメッセージのみです。

複数トピックからの選択読み取り
このタスクについて
複数のトピックが同じキューにサブスクライブされている場合は、特定トピックの
読み取りを選択できます。「メッセージ・フィルタリング・オプション」タブで、
トピックの希望する名前を入力します。この入力では、大/小文字を区別します。複
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数のトピックをフィルターに掛けることができます。コンマ ( , ) を使用して、ト
ピックを区切ります。トピック・フィルタリングが適用されるのは、MQRFH2 形式
のメッセージのみです。
注: このオプションを否定的に用いると、ステージのパフォーマンスに影響しま
す。
トピックが空でなく、メッセージ・フォーマットが MQRFH2 以外の場合、メッセ
ージの読み取りは、メッセージ・フォーマット・フィルターの設定によって異なり
ます。フォーマット・フィルターがない場合は、すべての非 MQRFH2 メッセージ
をジョブの次のステージに受け渡すことができます。
注: 読み取りを要求したトピックに限定する必要がある場合は、「メッセージ・フ
ォーマット」に MQRFH2 と入力します。 MQRFH ではありませんので、注意して
ください。

MQRFH2 ヘッダーの処理
このタスクについて
ステージが行う MQRFH2 ヘッダーに関する処理は限定されています。「オプショ
ン」ページで「MQRFH2 ヘッダーの削除」を選択すると、次のステージに受け渡
されるのはメッセージ本文のみです。「MQRFH2 ヘッダーの削除」を選択解除する
と、MQRFH2 ヘッダーとメッセージ本文の両方が次のステージに受け渡されます。
「メッセージ・トラッキング・オプション」タブの「公開トピック」を選択する
と、MQRFH2 ヘッダーのトピックを追跡できます。 TopicName という列名が、
「列」ページに追加されます。『「メッセージ・トラッキング・オプション」タ
ブ』を参照してください。

「列」タブ
このタブには、選択したリンクで出力するデータの列定義が含まれます。IBM
WebSphere MQ ステージのデータ・エレメントについて詳しくは、列データ・エレ
メントの使用を参照してください。
メッセージ・トラッキング・オプションの選択は、次の「列」タブを示した表のよ
うに、出力リンクの列定義に影響を及ぼします。
表 12. 出力リンクの「列」タブの内容
NULL 可
能
表示

キー

SQL
タイプ

長さ

MessageID

いいえ

Char

24

いいえ

24

優先順位

いいえ

Integer

10

いいえ

10

GroupID

いいえ

Char

24

いいえ

24

PutDate

いいえ

Char

8

いいえ

8

PutTime

いいえ

Char

8

いいえ

8

MSGFld1

はい

Char

6

いいえ

6

MSGFld2

いいえ

VarChar

100

いいえ

100

MSGFld3

いいえ

VarChar

10

いいえ

10

列名

出力仕様

スケール
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出力リンクの最初の列名は、必ず MessageID です。この列は、トランザクションの
状態で使用され、ソース・キューから同期点を読み取ります。詳しくは、作業単位
の処理を参照してください。
「MessageID」に続く 4 つの列名は、「出力」ページの「メッセージ・トラッキン
グ・オプション」タブで選択したメッセージ・トラッキング・オプションを表しま
す。列命名での重複を避けるために、これらの列名を変えることができます。
次の内容については、変更しないことをお勧めします。
v WebSphere MQ ステージがこれらの特殊な列を識別するのに使用するデータ・エ
レメント・タイプ。ただし、PutDate および PutTime トラッキング・オプショ
ンの代替データ・エレメント・タイプを選択できます。種々のメッセージ・トラ
ッキング・オプションを表すデータ・エレメントの説明は、列データ・エレメン
トの使用を参照してください。
v SQL タイプ。ステージが実行時に、列定義が選択したメッセージ・トラッキン
グ・オプションに対応していないことを検出すると、ジョブは異常終了します。
次の表は、「メッセージ・トラッキング・オプション」を表す列の「データ・エレ
メント」フィールドを示します。
表 13. メッセージ・トラッキング・オプションのデータ・エレメント
データ・エレメント

説明

MQ.MSGID

メッセージ ID

MQ.PRIORITY

メッセージ優先順位

MQ.GRPID

メッセージ・グループ ID

MQ.DATE

メッセージ・キュー書き込み日付 (GMT)

MQ.TIME

メッセージ・キュー書き込み時刻 (GMT)

残りの列 (MSGField1 など) は、WebSphere MQ メッセージに含まれるフィールド
の論理列名を表します。WebSphere MQ メッセージは、固定長レコードのストリン
グ・フォーマット・メッセージですが、最後の列だけは短くできます。したがっ
て、これらの列の文字データ・タイプと長さを指定してください。

列の長さのルール
「入力」ページと「出力」ページの列のデータ長には、次のルールがあることに注
意してください。
v 列のデータが「表示」値で指定した列幅よりも短い場合、データが Char として
定義されている場合は、データには後続スペースが埋め込まれます。VarChar デ
ータの場合、「VarChar 列を空白で埋めない」が優先されます。
v 「表示」値で指定した列幅よりもデータが長い場合、指定の列幅に切り詰められ
ます (「入力」のみ)。
v 「表示」値で指定した列幅が空の場合、「SQL タイプ」とデータの精度 (「長
さ」値で指定) をもとにして、また、「バッファー不一致」(「出力」ページ) ま
たは「VarChar 列を空白で埋めない」(「入力」ページ) のどちらが選択されてい
るかをもとにして幅が決定されます。
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SQL データ・タイプおよび仕様
以下のリストは、SQL データ・タイプとその列幅の仕様の説明です。
v BigInt、Integer、SmallInt、TinyInt。 列幅は、オプション符号の場合は Length
(長さ) プラス 1 です。
v 数値、10 進数。 列幅は、オプション符号および小数点の場合は Length (長さ)
プラス 2 です。
v 浮動小数、実、二重。列幅は、オプション符号、10 進数、および指数式 (例え
ば、-1.2000e-009) の場合は、Length (長さ) プラス 7 です。
v 日付。列幅は、YYYY-MM-DD 形式を使用して 10 です。
v 時刻。 列幅は、24 時間 HH:MM:SS 形式を使用して 8 です。
v タイム・スタンプ。列幅は、YYYY-MM-DD HH:MM:SS 24 時間形式を使用して
19 です。
v その他。
(Unknown、Char、VarChar、LongVarChar、NChar、NVarChar、LongNVarChar、
Binary、VarBinary、および LongVarBinary、Bit など) これらは Length (長さ) と
同じです。
日付と時間は文字ストリングであるため、日付と時間を含むメッセージが
WebSphere MQ から InfoSphere DataStage、あるいはその逆に読まれる場合、
InfoSphere DataStage の日付と時間は内部形式になります。

列データ・エレメントの使用
メッセージ ID に加えて、ほかのメッセージ記述子フィールドをリンク上で送信す
るように選択できます。これらのメッセージ・プロパティーを表す列定義は、実際
のメッセージ・データを表す列の前に表示されます。
キュー・マネージャーが生成するこれらのメッセージ記述子プロパティー (「優先
順位」を除く) のフォーマットは、ほかのダウンストリーム・ステージにとって意
味を持たない場合があります。
例えば、メッセージ「書き込み時刻」は HHMMSSTH で表され、T は 10 分の 1
秒、H は 100 分の 1 秒を表しています。この値は、HH:MM:SS.TH または内部
IBM InfoSphere DataStage 時刻形式で表すことができます。「書き込み日付」は
YYYYMMDD で表されます。
次に示すデータ・エレメントは、メッセージ書き込み日付と時刻に対する変換を指
定します。これらの変換処理は IBM WebSphere MQ ステージが実行するため、別
個の Transformer ステージは必要ありません。
v MQ.DATE.TO.TAG YYYYMMDD を YYYY-MM-DD に変換します。
v MQ.DATE.TO.DSDATE YYYYMMDD を InfoSphere DataStage の内部日付
(12/31/67 からの日数) に変換します。
v MQ.TIME.TO.TAG HHMMSSTH を HH:MM:SS.TH に変換します。
v MQ.TIME.TO.DSTIME HHMMSSTH を InfoSphere DataStage の内部時刻に変換
します。
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次に示すデータ・エレメントは、メッセージ記述子プロパティーを対応する出力列
に関連付けます。これらは識別の目的にのみ使用され、メッセージ・データを変換
することはありません。ステージはこれらのエレメントを使用して、メッセージ記
述子に関連付けられた出力列を識別します。したがって、必要であればジョブ・デ
ザインで列名を変更できます。
v MQ.MSGID メッセージ ID。これは必須出力列です。
v MQ.PRIORITY メッセージ優先順位
v MQ.CORRID メッセージ相関 ID
v MQ.GRPID メッセージ・グループ ID
v MQ.OFFSET セグメント化メッセージのメッセージ・オフセット
v MQ.SEQUENCE メッセージ・シーケンス番号
v MQ.DATE 未変更メッセージの書き込み日付
v MQ.TIME 未変更メッセージの書き込み時刻
v MQ.MSGTYPE メッセージ・タイプ
v MQ.MSGTYPE.TO.STR ストリング値に変換されるメッセージ・タイプ
v MQ.MSGFORMAT メッセージ・データのフォーマット名
v MQ.MSGBUFLEN 読み取りから返されるメッセージの長さ
v MQ.PUTUSERID ユーザー識別子
v MQ.PUTAPPLNAME メッセージを書き込むアプリケーションの名前
v MQ.PUTAPPLTYPE メッセージを書き込むアプリケーションのタイプ
v MQ.PUTAPPLTYPE.TO.STR ストリング値に変換されたメッセージを書き込むア
プリケーションのタイプ
注: メッセージ ID、相関 ID、およびグループ ID データ・エレメントの列に
は、NLS マッピングができないバイナリー・データが含まれています。このデー
タを非 MQ Series ステージに書き込む場合は、「NLS」タブの「列ごとのマッピ
ングを許可」ボックスを選択した後で、非 MQ Series ステージのこれらの列につ
いて、列ごとに NLS をオフ にします (「入力」ページの「列」タブの「NLS マ
ップ」を「NONE」に設定する)。
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第 6 章 IBM WebSphere MQ および Oracle データベースによ
るトランザクション処理
mqread および unitofwork の 2 つのステージは、MQSeries メッセージ・バスから
Oracle データベースへのメッセージの転送を伴うトランザクション・アプリケーシ
ョンをサポートします。
注: トランザクション処理ジョブを実行できるのは SMP マシン上に限られ、すべ
てのノードの fastname は同じでなければなりません。

機能
mqread および unitofwork ステージの機能は、IBM MQ トランザクション・コーデ
ィネーターと連動して、MQSeries データ・キューからのデータをリアルタイムに
Oracle データウェアハウスに転送します。この処理では、データ損失を防ぎ、重複
実行を回避する 2 フェーズ・コミットが使用されます。
注: mqread および unitofwork ステージは、AIX プラットフォームでのみ実行しま
す。
注: unitofwork ステージは、Oracle データベースへの書き込みを排他的に行いま
す。

mqread ステージ
mqread ステージは、パレットのトランザクション・カテゴリーにあります。
mqread ステージは、MQSeries ソース・キューからのメッセージを読み取ります。
レコードが使用可能になると、mqread ステージは、それらを自動的に MQSeries 作
業キューに、作業キューのサイズが限界に到達するまで移します。このステージ
は、トランザクション内のレコードを個別の作業単位グループに分離します。グル
ープのサイズは、メッセージ・カウントおよびタイマー・オプションを使用して指
定する条件によって決まります。最初に出てくる条件で、作業単位内のレコード数
が決まります。各グループの最終レコードには、作業単位の終わりマーカーが付け
られます。ダウンストリーム・ステージは、マーカーを検出すると、次のグループ
のレコードを完全に処理するためにその元の状況にリセットされます。
mqread ステージの後には、MQ レコードにスキーマを実施するダウンストリーム・
インポート・ステージが続くことが予定されており、したがって、階層構造である
可能性があります。インポート・ステージの後、レコードは、参照および変換処理
ステージによる処理のために、階層状にネストされたフィールドを最上位フィール
ドに引き上げることができる、リストラクチャリング・ステージに流れることがで
きます。
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サンプル・ジョブ・フロー
以下に、mqread を含む部分サンプル・ジョブを示します。

mqread ステージの「プロパティー」タブ
mqread は、「ステージ」ページの「プロパティー」タブに開いています。「プロパ
ティー」タブは、テキスト・ボックスに加えて使用可能なオプションを mqread に
提示し、ステージ、各オプションに関する情報、および追加のオプションにオプシ
ョン値を指定します。このセクションでは、「プロパティー」タブについて説明し
ます。

オプション
オプションは、mqread の働き方を制御します。
v EBCDIC からの変換。 EBCDIC メッセージを ASCII フォーマットに変換するか
どうかを InfoSphere DataStage に指示するインジケーター。有効値は真および偽
です。偽がデフォルトです。真を選択しても ASCII メッセージには影響しませ
ん。
v メッセージ・カウント。作業単位のメッセージ数。値が 0 の場合、mqread は、
単位の終わりマーカーの送信時の判別にメッセージ・カウントを使用しません。
デフォルトは 0 です。
v キュー・マネージャー。MQSeries キュー・マネージャーの名前。このオプション
は必須であり、許可されるキュー・マネージャーは 1 つのみです。タイプはスト
リングです。
v ソース・キュー。MQSeries ソース・キューの名前。このオプションは必須であ
り、許可されるソース・キューは 1 つのみです。タイプはストリングです。
v タイマー。単位の終わりマーカーの送信まで待機する秒数。値が 0 の場合、
mqread は、単位の終わりマーカーを送信するのにタイマーを使用しません。デフ
ォルトは 0 です。
v ストリング・データ・タイプの使用。出力メッセージがストリング・データ・タ
イプである必要の有無を InfoSphere DataStage に示すインジケーター。有効値は
真および偽です。デフォルトである偽は、生のデータ・タイプと同等です。
v 待ち間隔。空のソース・キューで待機する秒数。指定秒数の経過後、ソース・キ
ュー上にメッセージがなければ、ジョブは終了します。オプション。デフォルト
値は -1 で、ジョブが無期限にアクティブであることを意味します。 0 の値は、
ジョブが空のソース・キューで待機しないことを意味します。メッセージは、直
ちにジョブを終了します。
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v 作業キュー。MQSeries 作業 (または処理) キューの名前。このオプションは必須
です。タイプはストリングです。
v 作業キュー最大項目数。作業キューの最大項目数を制御する数値。このオプショ
ンは、mqread の間隔と unitofwork ステージを一致させるのに使用します。デフ
ォルト値の 0 は無制限項目数を意味します。この値は、メッセージ・カウントの
値以上でなければなりません。
v キー。mqread がハッシュ・パーティショナーを使用するかどうかを決定するオプ
ション。 mqread がハッシュ・パーティショナーを使用する場合、関連アカウン
トのメッセージは順番に処理されます。
– キー・オフセット。メッセージ内のハッシュ・キーの先頭までのオフセット長
を表す数値。
– キー長。ハッシュ・キーの長さを表す数値。
– ハッシュ。読み取りメッセージのハッシュをキー・フィールドに基づいて実行
すべきであることを、InfoSphere DataStage に指示するインジケーター。ハッ
シュが示されている場合に必要なのは、単一作業キューのみです。
– 分割。 関連メッセージを独立した作業単位グループに分割するよう mqread
に指示するインジケーター。これが選択されると、mqread は単位の終わりマ
ーカーを出してから、関連メッセージを出力リンクに送信します。

プロパティー値の入力
このタスクについて
オプションの右側のテキスト・ボックスを使用して、強調表示されたオプションの
値を入力します。オプションが強調表示されていなければ、テキスト・ボックスは
使用できません。オプションが強調表示されている場合は、テキスト・ボックス名
がオプションの名前になります。オプションにデフォルトがある場合は、デフォル
トが表示されますが、デフォルトはすべてオーバーライドできます。

プロパティーに関する学習
情報フィールドでは、強調表示オプションに関する記述情報を入手できます。

追加プロパティー
mqread ステージの追加のオプションまたはサブオプションがある場合は、「追加可
能なプロパティー」フィールドにリストされます。

unitofwork ステージ
unitofwork ステージは、パレットのトランザクション・カテゴリーにあります。
unitofwork ステージは、それぞれ入力リンク番号によって識別される複数の入力を
受け入れ、入力ごとに 1 つずつ、複数の更新/削除/挿入照会を実行します。各入力
は、入力用の挿入、更新、および削除オプションに指定された SQL に一致させる
ために、異なるレコード・スキーマを持つことができます。 1 つ以上の Oracle デ
ータベースを含めることができます。出力データ・セットはありません。
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サンプル・ジョブ・フロー
以下に、mqread および unitofwork を含むサンプル InfoSphere DataStage ジョブを
示します。

unitofwork ステージの「プロパティー」タブ
unitofwork は「ステージ」ページの「プロパティー」タブに開いています。「プロ
パティー」タブは unitofwork ステージへの入力リンクを記述し、テキスト・ボック
スに加えステージ、各プロパティーに関する情報、および追加のオプションにプロ
パティー値を指定します。このセクションでは、「プロパティー」タブについて説
明します。

入力
入力では 1 つ以上の入力リンクについて説明します。デフォルトは 1 つの入力リ
ンクです。追加のリンクの記述については、『追加する追加プロパティー』の『入
力リンク番号』をクリックしてください。
v 入力リンク番号。 サブオプションを関連付ける入力リンクの番号。タイプは整数
です。この番号は、入力リンクが複数あるときの IBM InfoSphere DataStage の標
準タブである、「リンク順序」タブで表示できます。入力リンク番号 にはいくつ
かのサブオプションがあります。
表 14. 入力リンク番号のサブオプション
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サブオプション

説明

DB オプション

データベース接続ストリングの名前。このサ
ブオプションは必須です。タイプはストリン
グです。

一致が見つからないときのアクション

参照のアクションが失敗です。DELETE また
は UPDATE ステートメントの WHERE 節
にレコードが含まれていない場合のオプショ
ンのアクション。有効値は続行とリジェクト
です。デフォルトは続行です。

接続ガイド: IBM WebSphere MQ アプリケーション編

表 14. 入力リンク番号のサブオプション (続き)
サブオプション

説明

照会アクション

リンク上の入力データの照会アクション処理
のタイプ。有効値は以下のとおり
v 削除
v 挿入
v 挿入してから更新
v 更新
v 更新してから挿入
v ユーザー定義の照会
デフォルトは、「ユーザー定義の照会」。
照会アクションの最初の 5 つの値で、ジョ
ブの実行時に自動的に SQL 照会を生成しま
す。ユーザー定義の照会の値によって、SQL
照会を指定する必要があります。
プロパティーは必須です。
値がユーザー定義のアクション以外の場合に
は、照会アクションに 2 つの必須サブオプ
ションがあります。
v 「キー」。照会アクションとともに使用さ
れるキー列名。
v 「表」。照会アクションとともに使用され
る表名。

サーバー

データ・ソースのサーバーの名前

ユーザー定義の照会

リンク上の入力データの処理を指定するメイ
ン・ステートメント。照会アクションがユー
ザー定義の照会の場合は、ユーザー定義の照
会にメイン照会を挿入してください。

2 次照会

リンク上の入力データの処理を指定する 2
次ステートメント。このプロパティーはオプ
ションです。照会アクションがユーザー定義
の照会の場合は、2 次照会に 2 次照会を挿
入してください。

オプション
オプションは、unitofwork の働き方を制御します。
v 「処理異常終了」。ノード当たりに許可されるリジェクトされたレコード数。デ
フォルト値は 0 です。
v 「配列サイズ」。データベースに結合されるホスト配列のサイズ。デフォルト値
は 1000 です。
v 「リジェクトの失敗」。レコードのリジェクト時のジョブの処理方法を
InfoSphere DataStage が決定するのに使用するインジケーター。真に設定される
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と、ジョブはリジェクトを失敗します。偽に設定されると、InfoSphere DataStage
はリジェクトをリジェクト・キューに移動します。デフォルトは偽です。
v 「ログ・キュー」。すべての正常なメッセージがログに記録される MQSeries キ
ューの名前。タイプはストリングです。
v 「リジェクトの前に付加」。リジェクト・メッセージの前に 512 バイトのリジェ
クト理由ストリングを付加することを InfoSphere DataStage に指示するのに使用
するインジケーター。有効値は真および偽です。デフォルトは偽です。
v 「キュー・マネージャー」。MQSeries キュー・マネージャーの 1 つ以上の名
前。このオプションは必須です。タイプはストリングです。
v 「リジェクト・キュー」。リジェクトされたメッセージが移動される MQSeries
キューの名前。
v 「作業キュー」。ジョブ・インスタンスが作業域として使用する MQSeries キュ
ーの名前。

プロパティー値の入力
このタスクについて
オプションの右側のテキスト・ボックスを使用して、強調表示されたオプションの
値を入力します。オプションが強調表示されていなければ、テキスト・ボックスは
使用できません。オプションが強調表示されている場合は、テキスト・ボックスの
名前がオプションの名前です。オプションにデフォルトがある場合は、デフォルト
が表示されますが、デフォルトはすべてオーバーライドできます。

プロパティーに関する学習
情報フィールドでは、強調表示オプションに関する記述情報を入手できます。

追加プロパティー
mqread ステージの追加のオプションまたはサブオプションがある場合は、「追加可
能なプロパティー」フィールドにリストされます。
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

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

オプションの引数を識別します。大括弧で囲まれていない引数は必須です。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

相互に排他的な (両方を同時には指定できない) 情報であることを示しま
す。区切り記号の左側の引数、または右側の引数のいずれかを使用できま
す。このコマンドの 1 回の使用で、両方の引数を使用することはできませ
ん。

{ }

引数の 1 つが必須の場合に、相互に排他的な 1 組みの各引数を区切りま
す。引数がオプションの場合、引数は大括弧 ([ ]) で囲まれます。

注:
v 引数の文字の最大数は 256 です。
v 埋め込まれたスペースを持つ引数値は、単一引用符または二重引用符のいずれか
で囲みます。
例を示します。
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一の必須の引数です。他の引数の前後の大括
弧は、これらの引数がオプションであることを示しています。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例の -l と -f の format 引数は、相互に排他的でオプションです。 profile 引数
は必須です。 key 引数はオプションです。key 引数の後ろの省略符号 (...) は、複数
のキー名を指定できることを示しています。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例の rule_pack と rule_set の各引数は、相互に排他的ですが、どちらか一方の
引数は必ず指定しなければなりません。また、省略符号のマーク (...) は、複数のル
ール・パックまたはルール・セットを指定できることを示しています。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

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

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 15. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/software/sw-training/
にアクセスしてください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。

フィードバックの提供
次の表は、製品についてのフィードバックを行う方法を示しています。
表 16. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。

© Copyright IBM Corp. 2001, 2011

207

208

接続ガイド: IBM WebSphere MQ アプリケーション編

特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

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

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ
IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストにつ
いては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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他社の Web サイトへのリンク
このインフォメーション・センターは、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへ
のリンクまたは参照を含む場合があります。
IBM は、IBM Web サイトより参照もしくはアクセスできる、または IBM Web サ
イトにリンクされた Lenovo 社の Web サイトを含む IBM 以外の Web サイトもし
くは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。 IBM 以外の Web サイト
にリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではな
く、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うこと
を意味するものではありません。 また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから
第三者の存在を知ることになった場合にも (もしくは、IBM Web サイトから第三者
へのリンクを使用した場合にも)、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても
一切責任を負いません。 従って、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたはリソ
ースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソースか
らアクセス可能なコンテンツ、サービス、製品、またはその他の資料一切に対して
IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。
お客様が IBM 以外の Web サイトにアクセスされた場合、それが IBM ロゴを含ん
でいる場合でも、これらの Web サイトは、IBM から独立して運営されており、
IBM は、当該 Web サイトの内容に関していかなる責任も負わないことをご了承く
ださい。 ウィルス、ワーム、トロイの木馬、およびその他の有害なプログラムに対
する予防措置を講じること、およびお客様がしかるべき措置が必要であると考えた
場合の情報の保護は、お客様の責任で講じていただきます。

© Copyright IBM Corp. 2001, 2011
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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。

応答キューのクローズ・オプション・プロ
パティー

応答キュー・プロパティー 87
応答先キュー・プロパティー 88
応答先キュー・マネージャー・プロパティ
ー

アカウンティング・トークン・プロパティ

オフセット・プロパティー

サーバー・モードの位置

94
207

アカウンティング・トークン・プロパティ
ーの 16 進数プロパティー 59
アカウンティング・トークン・プロパティ
ーの値プロパティー

99

アクセス・モード・プロパティー 40
アプリケーション ID データ・プロパテ
ィー 41
アプリケーション起点データ・プロパティ
ー 41
インストールの前提条件
パブリッシュ/サブスクライブ

37, 77

WebSphere MQ コネクター 9
「ウェーブの終わり」プロパティー 54
永続性オプション・プロパティー 74
永続性プロパティー 73
エラー・キュー 18
関係、リジェクト・リンクへの 20
指定 20
使用 143
使用、出力リンクとの 16
使用、入力リンクまたはリジェクト・
リンクとの 16
エラー・キュー・プロパティー 54
キュー名 85
キュー・マネージャー 81
コンテキスト・モード・プロパティー
47
伝送キュー 97
エラー・キュー・プロパティーのキュー名
プロパティー 85
エラー・キュー・プロパティーのキュー・
マネージャー・プロパティー 81
エラー・キュー・プロパティーのコンテキ
スト・モード・プロパティー 47
エラー・キュー・プロパティーの伝送キュ
ー・プロパティー 97
エラー・メッセージ
2035 MQRC_NOT_AUTHORIZED 137
エンコード・プロパティー 52
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178
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説明
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［カ行］
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構成、コネクター・アクセスの

開始値プロパティー 92
書き込み、メッセージの
WebSphere MQ ステージ 111, 174
書き込みアプリケーション名プロパティー
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書き込みアプリケーション・タイプ・プロ
パティー 78
カスタム値プロパティー
システム値 95

10

接続 156
WebSphere MQ ステージ

70

オリジナルの長さプロパティー
59

10

175

応答メッセージ
お客様サポート

16 進数

構成
WebSphere MQ ステージ

88

［ア行］
ー 40
値 99

キュー・マネージャー
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クラスター 11

87
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書き込み時刻プロパティー 80
書き込み日付プロパティー 79
「キー列」プロパティー 62
キュー 11
実行、コミットの
WebSphere MQ ステージ 111,
175
詳細
WebSphere MQ ステージ 108,
171
タイプ 18
動的 154
名前
WebSphere MQ ステージ 107,
170
に対する許可 153, 154
別名 141
モデル 154
リモート 141
キューの参照
WebSphere MQ ステージ 107, 109,
120, 170, 172, 184
キュー名
表示 157
キュー名プロパティー 82

ステージ・エディターでの再利用
テスト、コネクター・アクセスの
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キュー・マネージャー名
表示 158
キュー・マネージャー・プロパティー 81
行、メッセージ内の
WebSphere MQ ステージ 108, 171
行の長さの定義
WebSphere MQ ステージ

108, 171

行バッファリング・カウント・プロパティ
ー 90
共有クラスター・キュー
使用

142

許可
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ユーザー ID 162
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構成、コネクター・アクセスの 10
指定 149
クライアント接続モード
インストール要件 9
クライアントのみバージョン
WebSphere MQ ステージ 106, 169
クライアント/サーバー・バージョン
WebSphere MQ ステージ 106, 169
クライアント・チャネル定義プロパティー
43
クライアント・モード
キュー・マネージャーの位置 10
クライアント接続チャネル定義 10,
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WebSphere MQ コネクター 139
クラスター 11
WebSphere MQ ステージ 112, 176
クラスター・キュー・プロパティー 44
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クラスター・キュー・プロパティー (続
き)
キュー・マネージャー 81
クラスター・キュー・プロパティーのキュ
ー・マネージャー・プロパティー
グループ ID プロパティー
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WebSphere MQ ステージ
170, 172
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グループ ID プロパティーの値プロパテ
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ィー 93
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形式プロパティー

お客様
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カスタム値プロパティー
システム値 94

参照リンク

ー 49
形式プロパティーのシステム値プロパティ

実行、キュー・コミットの
周期プロパティー 73

111, 175

説明
WebSphere MQ ステージ

更新プロパティー
構成前提条件

「全般」タブ

WebSphere MQ コネクター
構文

9

コマンド・ライン 203
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177

113, 176
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ステージング領域

セキュリティー

11

形式ヘッダー 22
コード化文字セット ID プロパティー
44
86

114,

製品のアクセシビリティー
111, 174

「出力」ページ

94

WebSphere MQ ステージ
115, 178, 179

ストリーム名プロパティー 92
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接続名 46
トランスポート・タイプ 97

43
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メタデータ 33
インポート、列の 33
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