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

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

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

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「コネクター・マイグレーション・ツール」を選択します。
2. 「ログオン」ウィンドウで、以下のフィールドに入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、サービス層のホスト名を入力します。オプション
のポートを指定できます。これを行うには、ホスト名とポートをコロンで区
切ります。 ここで指定するホスト名は、Designer Client の開始時に指定した
ものと同じホストです (例えば、mymachine:9080)。
b. 「ユーザー名」フィールドに、InfoSphere DataStage ユーザー名を入力しま
す。
c. 「パスワード」フィールドに、InfoSphere DataStage パスワードを入力しま
す。
d. 「プロジェクト」フィールドに、プロジェクトの名前を入力します。 ドメイ
ン・サーバーからみてリモートである InfoSphere DataStage サーバーにアク
セスするには、プロジェクト名を server:[port]/project という完全な形で指定
します。もう 1 つの方法として、「プロジェクト」フィールドの隣のボタン
をクリックしてダイアログ・ボックスを表示させ、そのダイアログ・ボック
スから完全修飾プロジェクト名を選択することもできます。
e. 「OK」をクリックします。 アイコンがそれぞれのジョブの状況を示しま
す。グレイのアイコンは、ジョブがマイグレーションできないことを示しま
す。疑問符 (?) の付いたグレイのアイコンは、ジョブが正常にマイグレーシ
ョンできる可能性があることを示します。
3. マイグレーションを検討するジョブおよびステージを表示します。
v 「表示」 > 「すべてのジョブを表示」を選択し、プロジェクト内のすべての
ジョブを表示します。これは、デフォルトの表示です。
v プロジェクト内にあるジョブで、マイグレーションしてコネクターを使用でき
るすべてのジョブを表示する場合には、「表示」 > 「すべてのマイグレーシ
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ョン可能なジョブを表示」を選択します。マイグレーション可能なステージを
含まないジョブは、ジョブ・リストから除外されます。
v 「ステージ・タイプによるフィルタリング」ウィンドウを開く場合には、「表
示」 > 「ステージ・タイプごとにジョブを表示」を選択します。
4. 次の手順を実行して、ジョブを分析します。
a. ジョブ・リストで目的のジョブを強調表示します。
b. ジョブ・リストで目的のジョブを展開し、ジョブ内のステージを表示させま
す。
c. 1 つ以上のジョブを選択し、「分析」をクリックします。
分析後は、ジョブ、ステージ、またはプロパティーのアイコンの色で、マイグレ
ーション可能かどうかが示されます。緑色のアイコンは、ジョブ、ステージ、ま
たはプロパティーがマイグレーション可能であることを示します。赤色のアイコ
ンは、ジョブまたはステージがマイグレーションできないことを示します。オレ
ンジ色のアイコンは、ジョブまたはステージが部分的にマイグレーションできる
こと、およびステージ内のプロパティーに相当するものがコネクター内に存在し
ないことを示します。グレイのアイコンは、ジョブまたはステージがマイグレー
ション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、ツ
ールのユーザー・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・サーバーからみて
リモートである InfoSphere DataStage サーバーを指定するには、
server:[port]/project というフォーマットを使用して、完全修飾プロジェクト名
を指定します。
v 以下のいずれか。
– -M。このパラメーターを指定すると、オリジナル・ジョブがマイグレーシ
ョンされ、バックアップ・ジョブは作成されません。
– -B job name extension (job name extension は、英数字と下線の組み合わ
せ)。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、バックアップ・ジョブを作成して、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 (shared container names は、共有コンテナーのコン
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 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・リスト内に表示されます。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 -d job dump file (job dump file は、ジョブ、共有コンテナー、およびステー
ジのリストの書き込み先であるファイルのファイル名およびパス)。ジョブ・
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ダンプ・ファイルを使用すると、どのジョブがマイグレーションにふさわしい
かを判断したい場合に役立ちます。-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ことで、特定のジョブ、共有コンテナー、
およびステージ・タイプをそれぞれリストすることができます。
v -V。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、マイグレーションされるステージのターゲット・コネクター・バリアント
を指定します。このパラメーターのフォーマットは、{StageTypeName=Variant}
のコンマ区切りリストです。
v -v。-d コマンドにこのパラメーターを指定すると、ステージ・プロパティー
の値がレポートに組み込まれます。省略した場合、レポートにはステージ名と
タイプのみが含まれ、ステージ・プロパティーは含まれません。このオプショ
ンは、特定のプロパティー値を持つステージを含んでいるジョブを識別する場
合に便利です。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
は、バリアント・マイグレーション・モードを有効にします。ジョブおよびコ
ンテナー内で検出されたコネクター・ステージのうち、–V コマンドによって
リストされたステージ・タイプと一致するものが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
は、プロパティー・アップグレード・モードを有効にします。ジョブおよびコ
ンテナー内で検出されたコネクター・ステージのうち、StageUpgrade.xml フ
ァイル内で指定された条件に一致するプロパティーを持つものがすべてアップ
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
より優れた機能とパフォーマンスを提供するコネクターが、非推奨とされてパレッ
トから削除された一部のステージと置き換えられます。しかし、非推奨ステージを
引き続きジョブで使用することができ、パレットに追加して戻すことができます。
次のステージ・タイプが、パラレル・ジョブ・キャンバス用のパレットから削除さ
れました。
v DB2Z
v DB2® UDB API
v DB2 UDB Enterprise
v DB2 UDB Load
v Dynamic RDBMS
v ODBC Enterprise
v Oracle OCI Load
v Oracle Enterprise
v Teradata API
v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere® MQ
次のステージ・タイプが、サーバー・ジョブ・キャンバス用のパレットから削除さ
れました。
v Dynamic RDBMS
新規ジョブを作成する際は、非推奨ステージではなくコネクターを使用することを
検討してください。次の表は、どの非推奨ステージの代わりにどのコネクターを使
用するかを示しています。
表 1. ステージと対応するコネクター
非推奨ステージ

コネクター

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

Dynamic RDBMS

DB2 Connector
Oracle Connector
ODBC Connector

ODBC Enterprise

ODBC Connector

Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

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

コネクター

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata Connector

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

新規ジョブで非推奨ステージ・タイプを使用するには、目的のステージ・タイプを
「リポジトリー」からキャンバスかパレットまでドラッグしてください。リポジト
リー・ツリーで、「ステージ・タイプ」にナビゲートします。使用するステージに
応じて、「ステージ・タイプ」の下の「パラレル」または「サーバー」サブディレ
クトリーを開きます。目的のステージ・タイプをジョブ・キャンバスかパレットま
でドラッグします。
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第 3 章 Oracle コネクター
以下のトピックでは、ジョブでの Oracle コネクターの構成方法および使用法につい
て説明します。

インストールおよび構成要件
Oracle コネクターを使用するジョブを作成する前に、システム要件を確認し、必要
な環境変数を設定します。
システムがシステム要件を満たし、サポートされるバージョンの Oracle クライアン
トおよび Oracle サーバーを使用していることを確認します。システム要件について
は、http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/を参照してくださ
い。
コネクターが正しく動作するには、ライブラリー・パスを設定する必要がありま
す。NLS_LANG、TNS_ADMIN、および ORACLE_HOME は、構成プロセスの一部
として設定を考慮する必要がある、Oracle 環境変数です。Oracle 環境変数について
詳しくは、Oracle 関係の資料を参照してください。
ライブラリー・パス
ライブラリー・パス環境変数を編集して、Oracle クライアント・ライブラリ
ーが存在するディレクトリーが組み込まれるようにします。この環境変数の
実際の名前は、Microsoft Windows では PATH、HP-UX for PA-RISC では
SHLIB_PATH、IBM AIX® では LIBPATH、その他のサポートされるすべて
の UNIX および Linux オペレーティング・システムでは
LD_LIBRARY_PATH です。
NLS_LANG
この Oracle 環境変数は、Oracle コネクターと Oracle クライアントが交換
するデータの言語、地域、および文字セット設定を指定します。この環境変
数を設定しない場合、Oracle クライアントは、デフォルト値
AMERICAN_AMERICA.US7ASCII を使用します。 Microsoft Windows シス
テムでは、NLS_LANG 値を Microsoft Windows レジストリーに指定できま
す。この結果、NLS_LANG 環境変数が設定されていないと、Oracle クライ
アントは、デフォルト値 AMERICAN_AMERICA.US7ASCII ではなく、レジ
ストリーの値を使用します。
TNS_ADMIN または ORACLE_HOME
Oracle TNS_ADMIN または Oracle ORACLE_HOME のいずれかの環境変数
を使用すると、Oracle tnsnames.ora 構成ファイルの位置を指定できます。
tnsnames.ora 構成ファイルには、コネクターが Oracle データベースとの接
続を確立するために必要とする宛先サービスおよびネットワーク経路情報を
示す接続記述子が含まれます。
TNS_ADMIN 環境変数を使用する場合、その値として tnsnames.ora ファ
イルが存在するディレクトリーを指定します。ORACLE_HOME 環境変数を
使用する場合、その値としてネットワーク・サブディレクトリーを含むディ
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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レクトリーを指定します。このディレクトリーは、tnsnames.ora ファイル
が含まれる管理サブディレクトリーを含むものです。
TNS_ADMIN と ORACLE_HOME の両方の環境変数を設定した場合、
tnsnames.ora 構成ファイルを見つけるときに、TNS_ADMIN 環境変数が
ORACLE_HOME 環境変数に優先します。
TNS_ADMIN および ORACLE_HOME 環境変数は必須ではありません。た
だし、一方または両方とも指定されていない場合は、Oracle データベースへ
の接続を定義するための接続記述子名を選択できなくなります。代わりに、
接続を定義するときに、完全な接続記述子定義を指定するか、Oracle 簡易接
続ストリングを指定する必要があります。
注: Oracle Basic インスタント・クライアントまたは Basic Lite インスタン
ト・クライアントを使用した場合、tnsnames.ora ファイルが自動的に作成
されることはありません。手動でこのファイルを作成し、ディレクトリーに
保存する必要があります。その後で、ファイルの位置を TNS_ADMIN 環境
変数に指定します。

Oracle コネクターの使用
Oracle コネクターを使用して、Oracle データを読み取り、書き込み、またはルック
アップするには、以下のステップ・バイ・ステップの手順に従ってください。

Oracle データベースからのデータの読み取り
Oracle データベースに接続し、そこからデータを読み取るように Oracle コネクタ
ーを構成します。

始める前に
v Oracle コネクターが正しくインストールおよび構成されているかを検証します。
v Oracle データベースへの接続に使用されるユーザー名にジョブのアクションを実
行するための正しい権限および特権があるかを検証します。

このタスクについて
以下の図では、Oracle コネクターを使用してデータを読み取る例を示しています。
この場合、Oracle コネクターが Oracle データベースからデータを読み取り、行を
Transformer ステージに渡し、そこでデータが変換されて、Oracle コネクターにロー
ドされます。データを読み取るように Oracle コネクターを構成する場合、ただ 1
つの出力リンクを作成します。ここに行が Transformer ステージに転送されている
ことが示されます。
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図 1. Oracle データベースからのデータの読み取りの例

手順
1.

15 ページの『Oracle メタデータのインポート』

2.

16 ページの『Oracle コネクターおよび必須リンクが組み込まれたジョブの作
成』

3.

32 ページの『Oracle データベースへの接続の定義』

4.

33 ページの『リンク上の列定義のセットアップ』

5.

37 ページの『読み取りモードおよびデータ・ソースの指定』

6.

43 ページの『ジョブのコンパイルおよび実行』

Oracle データベースへのデータの書き込み
Oracle データベースに接続し、そこにデータを書き込むように Oracle コネクター
を構成します。

始める前に
v Oracle コネクターが正しくインストールおよび構成されているかを検証します。
v Oracle データベースへの接続に使用されるユーザー名にジョブのアクションを実
行するための正しい権限および特権があるかを検証します。

このタスクについて
以下の図では、Oracle コネクターを使用してデータを書き込む例を示しています。
この場合、ODBC コネクターがデータベースからデータを読み取り、そのデータを
Transformer ステージに渡し、そこでデータが変換されて、Oracle コネクターに転送
されます。Oracle コネクターは、データを Oracle データベースに書き込みます。
このジョブには、オプションのリジェクト・リンクが組み込まれているので、Oracle
コネクターは、リジェクト済みレコードをその保存場所のステージに転送します。
この例では、Sequential File ステージにリジェクト済みレコードが保存されます。リ
ジェクト・リンクを構成する場合、Oracle エラー・コードおよびリジェクト済みレ
コードに関連したメッセージ・テキストを含めるように選択できます。これによ
り、ジョブ実行後、リジェクト済みレコードを評価し、それに従ってジョブおよび
データを調整できます。
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図 2. データの書き込み例およびリジェクト・リンクの使用例

手順
1.

15 ページの『Oracle メタデータのインポート』

2.

16 ページの『Oracle コネクターおよび必須リンクが組み込まれたジョブの作
成』

3.

32 ページの『Oracle データベースへの接続の定義』

4.

33 ページの『リンク上の列定義のセットアップ』.

5.

38 ページの『書き込みモードおよびターゲット表の指定』

6. オプション: 40 ページの『エラーのあるレコードのリジェクト』
7.

43 ページの『ジョブのコンパイルおよび実行』

Oracle データベース内のデータのルックアップ
Oracle データベース上でノーマル・ルックアップか、スパース・ルックアップのい
ずれかを実行するように、コネクターを構成します。

始める前に
v Oracle コネクターが正しくインストールおよび構成されているかを検証します。
v 参照リンクによって Lookup ステージにリンクされた Oracle コネクターを含む
ジョブを作成します。Lookup ステージでは、入力リンク、出力リンク、および入
力参照リンク用の列と列マッピングを定義します。
v Oracle データベースへの接続に使用されるユーザー名にジョブのアクションを実
行するための正しい権限および特権があるかを検証します。

このタスクについて
以下の図では、Lookup ステージは、Lookup ステージにより提供される入力パラメ
ーター値に基づいて Oracle データベースからデータを抽出します。参照リンクの方
向は Oracle コネクターから Lookup ステージのように見えますが、リンクでのデー
タ転送は両方向で行われます。入力パラメーターが Lookup ステージ上の入力リン
クから参照リンクに転送され、Oracle コネクターが提供する出力値が Oracle ステ
ージから Lookup ステージに転送されます。出力値は、Lookup ステージ用に定義さ
れている列マッピングに従って、Lookup ステージの出力リンク上の列に経路指定さ
れます。
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図 3. Lookup ステージでの Oracle コネクターの使用例

ノーマル・ルックアップでは、コネクターは、指定された SELECT ステートメント
または PL/SQL ブロックを 1 回だけ実行します。したがって、SELECT ステート
メントまたは PL/SQL ブロックに入力パラメーターを含めることはできません。
Lookup ステージでは、Lookup ステージへの入力リンクにレコードの形式で到着し
たパラメーター・セットの一致がないか、取得された結果セット・データが検索さ
れます。ノーマル・ルックアップは、メモリー内でキャッシュされたデータについ
てルックアップが実行されるので、メモリー内ルックアップとも呼ばれます。
スパース・ルックアップでは、コネクターは、Lookup ステージへの入力リンクにレ
コードの形式で到着した各パラメーター・セットに対して、指定された SELECT ス
テートメントまたは PL/SQL ブロックを 1 回だけ実行します。このステートメン
ト内に指定された入力パラメーターには、参照リンク上で定義されている対応する
列が必要です。各入力レコードには、コネクターが SELECT ステートメントまたは
PL/SQL ブロックのバインド変数に設定したキー列によって表わされる 1 セットの
パラメーター値が含まれており、コネクターはこのステートメントまたはブロック
を実行します。ルックアップの結果は、1 つ以上のレコードとして、参照リンクを
経由してコネクターから Lookup ステージに戻され、さらに Lookup ステージから
Lookup ステージの出力リンクに戻されます。スパース・ルックアップは、ルックア
ップがデータベースに対して直接実行されるので、直接ルックアップとも呼ばれま
す。

手順
1. 以下のステップ実行します。
a. Oracle コネクターをジョブに追加し、Oracle コネクターから Lookup ステー
ジへの参照リンクを作成し、コネクターをダブルクリックしてプロパティー
を開きます。
b. 「ルックアップ・タイプ」フィールドで、「通常」または「スパース」を選
択します。
2. 以下のタスクを実行します。
a.

32 ページの『Oracle データベースへの接続の定義』

b.

37 ページの『読み取りモードおよびデータ・ソースの指定』

c.

33 ページの『リンク上の列定義のセットアップ』

第 3 章 Oracle コネクター
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d.

43 ページの『ジョブのコンパイルおよび実行』

データの読み書きのための共通タスク
すべてのジョブでは、こうした共通タスクの一部を完了する必要があります。

必要なユーザー特権の設定
Oracle コネクターを使用するジョブを実行するには、コネクターがデータベースと
の接続に使用するユーザー名に、Oracle ディクショナリー・ビューのセットへの
SELECT アクセス権およびターゲット Oracle データベースと表に対するアクセス
権が必要です。

このタスクについて
一部のオペレーションを実行する場合、Oracle コネクターは、Oracle ディクショナ
リー・ビューにアクセスします。1 つを除くすべてのビューは ALL_ または USR_
カテゴリーであり、これらのビューへの許可はデフォルトで有効になっています。
したがって、コネクターがデータベースとの接続に使用するユーザー名には、一般
的にこれらのビューへのアクセス権があります。
ただし、DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューに対してはアクセス権を明示的
に付与する必要があります。ROWID 範囲のパーティション読み取り方式の場合に
は、このビューへのアクセスが必要になります。 ROWID 範囲はデフォルトのパー
ティション読み取り方式であるので、別のパーティション読み取り方式を明示的に
選択していない場合は、コネクターはこの方式を使用しようとします。
DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューへのアクセス権が、コネクターがデータ
ベースとの接続に使用するユーザー名に付与されていない場合は、コネクターはパ
ーティション読み取り方式を ROWID 範囲から ROWID ハッシュに自動的に切り替
えます。

手順
1. 単一のディクショナリー・ビューへの SELECT アクセス権を付与する場合は、
以下のステートメントを発行します。
GRANT SELECT ON dictionary_view TO user_name

dictionary_view はビューの名前で、user_name は、コネクターがデータベースと
の接続に使用するユーザー名です。
2. ユーザーに複数のディクショナリー・ビューに対する SELECT アクセス権を付
与するロールを使用するには、以下のサンプル・ステートメントと似たステート
メントを使用します。これらのサンプル・ステートメントは、ロールを作成し
て、2 つのディクショナリー・ビューへのアクセス権を付与してから、ユーザー
にこのロールを割り当てる方法を示しています。これらのサンプル・ステートメ
ントを使用する場合、role_name、dictionary_view、および user_name を、構成固
有の名前で置き換え、ディクショナリー・ビューごとに 1 つの GRANT
SELECT ON ステートメントを発行します。
CREATE ROLE role_name
GRANT SELECT ON dictionary_view1 TO role_name
GRANT SELECT ON dictionary_view2 TO role name
GRANT role_name TO user_name
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Oracle メタデータのインポート
Oracle データベース内の表およびビューを表わすデータ・オブジェクトをインポー
トするには、コネクター・インポート・ウィザードを使用します。データ・オブジ
ェクトは、メタデータ・リポジトリーに保存されます。

始める前に
Oracle コネクターの構成要件を検証します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから、
「インポート」 > 「表定義」 > 「コネクター・インポート・ウィザードの開
始」と選択します。
2. InfoSphere DataStageサーバーにインストールした Oracle クライアントのリリー
スに対応する Oracle コネクターのバリアントを選択します。
3. 「サーバー」フィールドの下矢印をクリックして、Oracle サービスのリストを
表示し、以下のいずれかを行います。
v 接続先の Oracle サービスを選択します。このリストが空の場合は、コネクタ
ーが Oracle tnsnames.ora ファイルを見つけられません。コネクターは、
TNS_ADMIN または ORACLE_HOME 環境変数をチェックして、ファイル
を見つけようとします。
v Oracle tnsnames.ora ファイルに表示されるとおりに、接続記述子の完全な内
容を入力するか、Oracle データベースへの接続を定義する簡易接続ストリン
グを入力します。
4. 「ユーザー名」と「パスワード」フィールドに、Oracle サービスで認証するた
めのユーザー ID とパスワードを入力します。 デフォルトでは、コネクター
は、Oracle データベース認証用に構成されています。この形式の認証では、
「ユーザー名」と「パスワード」フィールドに指定する値が、Oracle データベ
ース内の該当ユーザーに構成された証明情報と一致する必要があります。
5. オプション: 「外部認証を使用」フィールドで、「はい」を選択します。 この
形式の認証では、ユーザーが Oracle 内で登録され、オペレーティング・システ
ムによって認証されたユーザーとして識別される必要があります。
注: コネクター・インポート・ウィザードまたは「コネクター・ステージ」ダ
イアログで、メタデータのインポート、データの表示、接続のテスト、サービ
スの列挙などのデザイン時オペレーションを実行するために Oracle コネクター
を呼び出すと、コネクターは、ASB エージェント・プロセス内で実行します。
このプロセスは、InfoSphere DataStage サーバーがインストールされたコンピ
ューターで実行します。ASB エージェントは、Microsoft Windows が稼働する
コンピューターでは、ローカル・システム・アカウントの下で、LINUX または
UNIX が稼働するコンピューターでは、ルート・システム・アカウントの下で
実行されます。したがって、「外部認証を使用」を選択すると、デザイン時オ
ペレーションではデータベースでの認証に組み込みシステム・アカウントが使
用されます。これは、一般的には避けるべきシナリオです。
6. 「接続のテスト」をクリックしてから、「保存」をクリックし、接続を保存し
ます。 接続定義をリポジトリーに保存しなかった場合、InfoSphere
DataStagecan はインポートされたメタデータにしかアクセスできません。
第 3 章 Oracle コネクター
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InfoSphere Information Server のその他のコンポーネントおよびツールは、メタ
データにアクセスできなくなる可能性があります。
7. 「ホスト名」および「データベース名」フィールドに、メタデータがインポー
トされるリポジトリー・オブジェクトの名前を指定します。コネクターがデフ
ォルトとして提供する値を選択した場合、メタデータ・リポジトリーにオブジ
ェクトが存在していなければ、作成されます。あるいは、リポジトリーに既に
存在するホストおよびデータベース・オブジェクトのリストから選択できま
す。新規ホストおよびデータベース・オブジェクトを定義するには、「新規の
場所...」をクリックします。 ホストおよびデータベース・オブジェクトの名前
は、Oracle サーバーのホスト・システムおよびデータベースの実際の名前と一
致する必要はありません。ただし、一致する名前を使用すると、インポートさ
れたメタデータを追跡するのが容易になります。リポジトリー内のホスト・オ
ブジェクトは、データベース・オブジェクトの論理コンテナーとして機能しま
す。代わりにこのデータベース・オブジェクトが、インポートされたメタデー
タ・オブジェクトのコンテナーとして機能します。
8. ウィザードは、3 レベルのフィルタリングを提供するので、インポートするオ
ブジェクトのリストを絞り込むことができます。使用する 1 つ以上のフィルタ
ーを指定するには、以下のステップを実行します。
a. 「スキーマ」フィルターに、データベース内のすべての表オーナーのリスト
が表示されます。最初のフィルターとしてスキーマを選択します。
b. 表タイプ・フィルターに、結果に含まれるスキーマ・オブジェクト・タイプ
のリストが表示されます。デフォルトでは、「ビューを含める」、「表を含
める」、「マテリアライズ・ビューを含める」、および「索引編成された表
を含める」が選択されています。結果に「外部表を含める」および「同義語
を含める」ことを選択することもできます。タイプ・フィルターは第 2 の
フィルターです。
c. 「名前フィルター」に、名前でオブジェクトのリストをフィルターに掛ける
追加条件を入力します。パーセント記号 (%) をワイルドカード文字として
使用できます。例えば、名前に blue という語が含まれるオブジェクトのリ
ストを取得するには、「名前フィルター」に %blue% を入力します。
9. 「選択」パネルで、インポートする 1 つ以上の表を選択します。選択した表に
関連付けられている主キー、外部キー、および索引の定義をインポートするに
は、関連するボックスにチェック・マークを付けます。表内の現行データを表
示するには、その表を選択して、「データ参照」をクリックします。選択した
表と主キーまたは外部キー関係を持つ表を選択するには、「関連する表」をク
リックします。
10. 「インポート」をクリックしたのち、メタデータ・リポジトリー内でインポー
トした表定義が入れられる場所を選択します。

Oracle コネクターおよび必須リンクが組み込まれたジョブの作成
Oracle データベースでのデータの読み取り、書き込み、またはルックアップを行う
には、Oracle コネクターが組み込まれているジョブを作成し、必須の追加ステージ
を追加して、必要なリンクを作成する必要があります。
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手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター Designer
Clientで、メニューから「ファイル」 > 「新規」と選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル」または「サーバー・ジョブ」のアイコンを
選択して、「OK」をクリックします。
3. 以下の手順に従って、Oracle コネクターをジョブに追加します。
a. 「デザイナー・クライアント」パレットで、「データベース」カテゴリーを
選択します。
b. 使用可能なデータベースのリストで Oracle を見つけ、下矢印をクリックし
て、使用可能ステージを表示します。
c. Oracle コネクターをキャンバスにドラッグします。
4. 必要なリンクを作成し、ジョブの追加ステージを追加します。
v Oracle データを読み取るジョブの場合、ジョブの次のステージを作成してか
ら、Oracle コネクターから次のステージへの出力リンクを作成します。
v Oracle データを書き込むジョブの場合、ジョブの前のステージから Oracle コ
ネクターへの 1 つ以上の入力リンクを作成します。複数の入力リンクを使用
する場合、入力データ用の対象とレコード処理の順序を指定できます。リジェ
クト済みレコードを管理する場合、リジェクト済みレコードを保持するステー
ジを追加してから、Oracle コネクターからそのステージへのリジェクト・リン
クを追加します。
v Oracle データをルックアップするジョブの場合、Lookup ステージを含むジョ
ブを作成してから、Oracle コネクターから Lookup ステージへの参照リンク
を作成します。

レコードの順序付け
コネクターが複数の入力リンクを持つ場合は、入力データの処理順序をリンク間で
制御することができます。
以下のいずれかの方式で、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は、リンクを順序付けすることで、
レコードが処理されるシーケンスを制御できます。
このタスクについて
「リンク順序」タブで指定したリンクの順序によって、各作業単位でリンクのレコ
ードが処理される順序が決まります。
手順
1. ステージ・エディターで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. 順序を変更するリンクをクリックし、矢印ボタンを使用して、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:
第 3 章 Oracle コネクター
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コネクターが複数の入力リンクを持つ場合は、レコードの順序を指定することで、
レコード処理の順序を制御できます。
手順
1. コネクター・ステージ・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. 次のいずれかに対して、レコードの順序付けを設定します。
v すべてのレコード。それぞれのリンクからすべてのレコードが順に処理される
よう指定します。
v 最初のレコード。それぞれのリンクからレコードが 1 つずつ、順繰りに処理
され、すべてのリンクからすべてのレコードが処理されるまで処理が続くよう
指定します。
v 順番に処理。「キー列」、「NULL 順序」、および「大/小文字の区別」プロ
パティーを使用して指定した順序にしたがって、それぞれのリンクからレコー
ドが処理されるよう指定します。
3. 「順番に処理」を選択する場合は、次の追加プロパティーを入力してください。
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」のいずれかを指定します。
c. NULL 順序。ソート順序で NULL 値をどこでソートするかを指定します。
選択項目は、「前」または「後」です。
d. 大/小文字の区別。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。

パラレル・ジョブの構成
複数ノードでパラレルに実行するように Oracle コネクターを構成すると、そのコネ
クターが処理するデータは、使用可能ノードすべてに渡って分散されます。これに
より、パラレルで作業する際に、各ノードがデータの個別サブセットを処理しま
す。
パラレル・ジョブを構成するには、ノードを構成してから、パラレル読み取りまた
はパラレル書き込みを構成します。

ノードの構成
ジョブが実行されるノードの数を変更するには、ノード、ノード・プール、および
制約を指定する構成ファイルを編集します。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStageをインストールすると、デフォルトのパラレル構成ファイ
ル default.apt が作成されます。 APT_CONFIG_FILE 環境変数は、構成ファイル
の位置を指定します。この変数のデフォルト値は IS_HOME/Server/Configurations/
default.apt です。IS_HOME は InfoSphere Information Serverのホーム・ディレク
トリーです。Microsoft Windows で稼働するコンピューターの場合、デフォルトのイ
ンストール・ディレクトリーは C:¥IBM¥InformationServer です。 UNIX または
Linux で稼働するコンピューターの場合、デフォルトのインストール・ディレクト
リーは /opt/IBM/InformationServer です。
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構成ファイルは、プロジェクト・レベルでも、ジョブ・レベルでも指定できます。
APT_CONFIG_FILE 環境変数の値をプロジェクト・プロパティーとして指定するに
は、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナークライアントを使用します。
プロジェクト・レベルで指定するファイルは、プロジェクトに組み込まれたすべて
のジョブでパラレルに実行するように構成されているすべてのステージを制御しま
す。特定の 1 つのジョブに適用される構成ファイルを指定するには、そのジョブに
ついて定義するジョブ・パラメーターのセットに APT_CONFIG_FILE 環境変数を追
加します。
ジョブ・パラメーターとして環境変数を指定するには、2 つの方法があります。す
なわち、「ジョブ・パラメーター」ダイアログ・ボックスを使用して、ジョブ実行
のたびに使用するデフォルト値を指定する方法と、ジョブ実行のたびに値を手動で
指定する方法です。
さらに、構成ファイルに定義されているノードのサブセットで実行するようにコネ
クターを構成できます。

手順
1. 新規構成ファイルを作成するか、既存の構成ファイルを編集します。
2. APT_CONFIG_FILE 環境変数を、使用する構成ファイルのフルパスに設定しま
す。
3. コネクター・ステージ・プロパティーの「高度」タブで、以下の作業を実行しま
す。
a. 「実行モード」プロパティーがデフォルト設定である「パラレル」に設定さ
れていることを確認します。
b. オプション: 「ノード・プールとリソースの制約」フィールドと「ノード・マ
ップの制約」フィールドで、コネクターが実行されるノードを制限します。
注: 「Oracle パーティション」読み取り方式を使用して、パーティション化
された Oracle 表からデータを読み取る予定の場合、または 「Oracle コネク
ター」パーティション・タイプを使用して、パーティション化された Oracle
表にデータを書き込む予定の場合は、制約を指定しないでください。代替方
法として、構成ファイルに ORACLE リソース制約を組み込んで、Oracle コ
ネクターが実行されるノードを指定できます。
例: パラレル・ジョブでのノードの制約:
この例では、サンプル・パラレル構成ファイルを取り上げ、ノード・プールを使用
してコネクターが実行されるノードを制約する方法を示します。
パラレル構成ファイルでは、ノードおよびノード・プールを指定します。これによ
り、以下のいずれかの方式によって、パラレル構成ファイルに指定されているノー
ドのサブセットでのみ実行するようにコネクターを構成できます。
v ノード・プールをパラレル構成ファイルに定義します。次にコネクター・プロパ
ティーの「高度」タブで、そのノード・プールを選択します。コネクターは、そ
のノード・プールのメンバーであるノードでのみ実行するようになります。
v コネクター・プロパティーの「高度」タブで、特定のノードを選択します。
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以下の例のパラレル構成ファイルは、node1、node2、node3、および node4 という 4
つのノードを定義しています。各ノードは MYHOST で実行します。これは、IBM
InfoSphere DataStage サーバーが稼働するコンピューターです。このファイルは、
pool1、pool2、pool3、および pool4 という 4 つのノード・プールを定義するほか
に、デフォルトの "" プールも定義します。APT_CONFIG_FILE 環境変数がこのパ
ラレル構成ファイルをポイントします。
{
node "node1"
{
fastname "MYHOST"
pools "" "group1" "group2" "group3"
resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
}
node "node2"
{
fastname "MYHOST"
pools "" "group1" "group2"
resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
}
node "node3"
{
fastname "MYHOST"
pools "" "group1" "group3"
resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
}
node "node4"
{
fastname "MYHOST"
pools "" "group1" "group2"
resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
}
}

最初の例では、以下のステップを実行するものとしています。
1. ステージ・プロパティーの「高度」タブで、「ノード・プールとリソースの制
約」を選択します。
2. 「制約」フィールドで、「ノード・プール」を選択します。
3. 「名前」フィールドで、group3 を選択します。
コネクターは、node1 と node3 だけで実行するように制約されます。group3 ノー
ド・プールには、これらの 2 つのノードしか属していないためです。
2 番目の例では、以下のステップを実行するものとしています。
1. ステージ・プロパティーの「高度」タブで、「ノード・マップの制約」を選択し
ます。
2. node1 と node2 を選択します。
コネクターは、node1 と node2 だけで実行するように制約されます。これらのノー
ドが明示的に指定されているためです。
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パラレル読み取りの構成
パラレル読み取りでは、ステージに指定された各ノードは、ソース表からデータの
個別のサブセットを読み取ります。

始める前に
パラレル・ジョブでは、コネクターを使用する必要があります。
デフォルトの ROWID 範囲パラレル読み取り方式を使用するには、Oracle データベ
ースとの接続に使用される証明情報を持つユーザーは、DBA_EXTENTS ディクショ
ナリー・ビューへの選択アクセス権を持つ必要があります。
コネクターがデータをルックアップするように構成されている場合、「ルックアッ
プ・タイプ」は、必ず「通常」に設定します。

このタスクについて
コネクターがデータ読み取りのためにパラレル・モードで実行するように構成され
ている場合、コネクターは、各ノードごとにわずかに変更された SELECT ステート
メントを実行します。すべての照会で返される行の結合セットは、各ノードで未変
更のユーザー定義 SELECT ステートメントが 1 回ずつ実行された場合に戻される
行と同じ行セットになります。

手順
1. 「高度」タブで、「実行モード」を「パラレル」に設定します。
2. 「プロパティー」タブで、「パーティション読み取りを有効にする」を「はい」
に設定します。
3. 「読み取りモード」を「選択」に設定します。
4. 以下のいずれかの方式で、コネクターが実行時に使用する SELECT ステートメ
ントを定義します。
v 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定してから、表の名前を「表名」プ
ロパティーに入力します。schema_name.table_name という構文を使用します。
schema_name は、表のオーナーです。 schema_name を指定しない場合、現在
接続されているユーザーに属するスキーマが使用されます。コネクターが
SELECT * FROM schema_name.table_name ステートメントを自動的に生成し
て、実行します。
注: パーティション化された表の特定のパーティションからデータを読み取る
には、「表スコープ」プロパティーを「単一パーティション」に設定して、そ
のパーティションの名前を「パーティション名」プロパティー指定します。コ
ネクターは、生成された SELECT ステートメントに PARTITION
(partition_name) 節を自動的に追加します。パーティション化された複合表の
特定のサブパーティションからデータを読み取るには、「表スコープ」プロパ
ティーを「単一サブパーティション」に設定し、そのサブパーティションの名
前を「サブパーティション名」プロパティーに指定します。これによりコネク
ターは、生成された SELECT ステートメントに SUBPARTITION
(subpartition_name) 節を自動的に追加します。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメ
ントを「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。SQL ステー
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トメントを入力するか、SQL ステートメントが入っているファイルの完全修
飾ファイル名を入力できます。ファイル名を入力する場合、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定する必要もありま
す。
5. 「パーティション」タブで、「パーティション読み取り方式」プロパティーを、
使用するパーティション方式に設定します。デフォルトのパーティション方式は
「ROWID 範囲」です。
6. パーティション読み取り方式で使用する入力値を指定するには、以下のステップ
を実行します。
a. 「パーティション読み取りの表名」プロパティーに、各ノードがソース表か
ら読み取るデータのサブセットを定義するために、パーティション読み取り
方式で使用する表の名前を指定します。
注: 表名を指定しない場合、コネクターは、「実行時に SQL を生成」プロパ
ティーの値を使用して、表名を決定します。「実行時に SQL を生成」を
「はい」に設定した場合、コネクターは、「表名」プロパティーに指定され
ている表名を使用します。「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定し
た場合、コネクターは、「SELECT ステートメント」プロパティーに指定さ
れている SELECT ステートメントを検索し、FROM 節に指定された最初の
表名を使用します。
b. 「ROWID 範囲」または「最小範囲と最大範囲」のパーティション読み取り
方式を選択する場合、「パーティション読み取りのパーティション名または
サブパーティション名」プロパティーで、そのパーティション読み取り方式
で使用するパーティションまたはサブパーティションの名前を指定します。
注: 「パーティション読み取りのパーティション名またはサブパーティショ
ン名」プロパティーに値を指定しない場合は、コネクターは、パーティショ
ン読み取り方式の入力として表全体を使用します。コネクターが単一のパー
ティションまたはサブパーティションからデータを読み取るように構成され
ている場合、一般的にはそのパーティションまたはサブパーティションの名
前を「パーティション読み取りのパーティション名またはサブパーティショ
ン名」プロパティーに指定します。これにより、コネクターは、そのパーテ
ィションまたはサブパーティションに属するデータのみを分析します。一般
的にこのプロセスの結果、データの分散はより均一になり、ノードの使用効
率が上がります。
c. 「モジュラス」または「最小範囲と最大範囲」のパーティション読み取り方
式を選択する場合、「パーティション読み取りの列名」にその方式に使用す
るソース表の列の名前を入力します。列は表内の既存の列であり、
NUMBER(p) のデータ・タイプでなければなりません。p は、数値の精度で
あり、ゼロのスケールとする必要があります。
パーティション読み取り方式のサポート:
コネクターは、ROWID 範囲、ROWID ラウンドロビン、ROWID ハッシュ、モジュ
ラス、最小範囲と最大範囲、および Oracle パーティションというパーティション読
み取り方式をサポートします。
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Oracle パーティション方式を除くすべてのパーティション読み取り方式では、コネ
クターは、指定された SELECT ステートメント内の WHERE 節を変更します。指
定された SELECT ステートメントに WHERE 節が含まれていない場合、コネクタ
ーが WHERE 節を追加します。Oracle パーティション方式の場合、コネクターは
PARTITON(partition_name) 節を追加して、指定された SELECT ステートメントを
変更します。指定された SELECT ステートメントに副照会が含まれる場合、コネク
ターは SELECT ステートメントの最初の SELECT...FROM 副照会を変更します。
ROWID 範囲
すべての Oracle 表には、表内の各行を一意的に識別する ROWID 値を含む
ROWID 疑似列が組み込まれています。ROWID 範囲方式を使用すると、コネクター
は以下のステップを実行します。
1. DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューを照会して、ソース表に関するスト
レージ情報を取得します。
2. DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューの情報を使用して、各ノードの
ROWID 値の範囲を定義します。
3. 実行時、各ノードは、いくぶん変更された WHERE 節を持つ指定された
SELECT ステートメントを実行します。WHERE 節の変更により、ノードは、そ
の割り当てられた範囲内の ROWID 値を持つ行だけを読み取れるようになりま
す。指定された SELECT ステートメントに WHERE 節がない場合、コネクター
が追加します。
コネクターは、以下の場合には ROWID 範囲方式をサポートしません。
v 現在接続しているユーザーに DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューに対す
る選択アクセス権が付与されていない。
v コネクターが索引編成の表から読み取る。
v コネクターがビューから読み取る。
以上の場合、コネクターは警告メッセージをログに記録し、こうした制約のない
ROWID ハッシュ方式を自動的に使用します。
ROWID ラウンドロビン
ROWID ラウンドロビン方式では、DBMS_ROWID パッケージの
ROWID_ROW_NUMBER 関数が使用されて、表ブロック内に存在する行の行番号が
取得され、行番号に MOD 関数が使用されて、ノード間で行が均等に分散されま
す。
ROWID 範囲方式の代わりに ROWID ラウンドロビン方式を使用するのには、以下
の利点があります。
v 現在接続しているユーザーには、DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューに対
する選択アクセス権が必要ありません。
v ROWID ラウンドロビン方式は、索引編成の表からのデータの読み取りをサポー
トします。
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v ROWID ラウンドロビン方式は、ビューからのデータの読み取りをサポートしま
す。ビューの行は、表の物理行と対応する必要があります。 ROWID ラウンドロ
ビン方式では、2 つ以上の表に対する結合オペレーションから派生したビューか
らは行を読み取れません。
ROWID ラウンドロビン方式の代わりに ROWID 範囲方式を使用するのには、以下
の利点があります。
v 各ノードの SELECT ステートメントは、さほど多くの SQL 関数を必要としない
ので、あまり複雑でなくなります。
v ROWID 範囲方式では、分散が行の物理連結に基づくので、ノード間の行の分散
効率が良くなります。一般的に ROWID 範囲方式では、ソース表に対してコネク
ターが実行する必要がある読み取り処理が少なくなります。
ROWID ハッシュ
ROWID ハッシュ方式は、ROWID ラウンドロビン方式と似ていますが、
ROWID_ROW_NUMBER 関数を使用して行番号を取得する代わりに、ROWID ハッ
シュ方式では、ORA_HASH 関数を使用して各行の ROWID 値のハッシュ値を取得
します。これにより、ROWID ハッシュ方式では、ノード間で均等に行を分散する
ために行番号に関する MOD 関数が適用されます。
モジュラス
この方式を使用するには、入力表の列名を「パーティション読み取りの列名」プロ
パティーに指定する必要があります。指定する列のデータ・タイプは NUMBER(p)
とする必要があります。p は 1 から 38 までの値です。指定する列は、「パーティ
ション読み取りの表名」プロパティー、「表名」プロパティー、または (これら 2
つのプロパティーのいずれかに表名を明示的に指定していない場合に限り)
「SELECT ステートメント」プロパティーに指定されている表に存在している必要
があります。
ノードごとに、コネクターは、条件 MOD(column_value, number_of_nodes) =
node_number に当てはまる行を読み取ります。この場合、MOD はモジュラス関
数、column_value は「パーティション読み取りの列名」プロパティーに指定された
列の値、number_of_nodes はステージが実行されるノードの合計数、node_number は
現行ノードの索引です。索引は 0 から始まります。つまり、最初のノードは索引
0、2 番目のノードは索引 1 を持ちます。以下同様です。
最小範囲と最大範囲
この方式を使用するには、列名を「パーティション読み取りの列名」プロパティー
に指定する必要があります。指定する列のデータ・タイプは NUMBER(p) とする必
要があります。p は 1 から 38 までの値です。列名は、「パーティション読み取り
の列名」プロパティーか「表名」プロパティー、または (これら 2 つのプロパティ
ーのいずれかに表名を明示的に指定していない場合に限り) 「SELECT ステートメ
ント」プロパティーに指定されている表に存在している必要があります。
コネクターは、指定された列の最小値と最大値を計算し、計算された範囲を均等数
の副範囲に分割します。副範囲の数は、ステージに構成されているノードの数と一
致します。ノードごとに、コネクターは、指定された列に該当ノードに関連した副
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範囲内にある値が存在する行を返す SELECT ステートメントを実行します。
Oracle パーティション
Oracle パーティション方式は、パーティション化された表で使用できます。この方
式を指定した場合、コネクターが表内のパーティション数を決定し、この表パーテ
ィションに一致するようにノード数を動的に構成します。コネクターは、各ノード
を 1 つの表パーティションに関連付けます。ノードごとに、コネクターは、該当ノ
ードに関連したパーティションに属する行を読み取ります。このオペレーションを
実行するには、コネクターは、PARTITION(partition_name) 節を SELECT ステート
メントに追加します。partition_name は、現行ノードに関連したパーティションの名
前です。つまり、「SELECT ステートメント」プロパティーに値を指定する場合
は、PARTITION または SUBPARTITION 節を含めません。
コネクターは、実行時にノードの数を動的に調整することができます。ただし、こ
のプロセスを実行する場合は、デザイン時にノード構成を制約する際に、ステー
ジ・ダイアログの 「高度」ページを使用しないでください。デザイン時にノード構
成が制約されている場合、結果のノード数が表内のパーティション数と一致しない
と、コネクターはエラーを返し、ジョブは失敗します。

例: パーティション読み取り方式の使用:
パーティション読み取り方式がそれぞれどのように働くかを理解するには、ROWID
範囲、ROWID ラウンドロビン、ROWID ハッシュ、モジュラス、最小範囲と最大範
囲、および Oracle パーティションの各方式の使用例を検討してください。
ROWID 範囲
以下はこの例の構成です。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1
WHERE COL1 > 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「ROWID 範囲」に設定されて
います。
この例では、コネクターは、各処理ノードの ROWID 範囲を計算して、各ノードで
SELECT ステートメントを実行します。ノードごとに、SELECT ステートメント
は、該当のノードに割り当てられている ROWID 範囲を指定します。SELECT ステ
ートメントは、以下のステートメントと似ていますが、実際の ROWID 範囲は以下
のように変化します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAVpAAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAVuH//’ AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAVvAAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAV0H//’ AND (COL1 > 10)
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ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAV1AAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAV6H//’ AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAV7AAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAWAH//’ AND (COL1 > 10)

ROWID ラウンドロビン
以下はこの例の構成です。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1
WHERE COL1 > 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「ROWID ラウンドロビン」に
設定されています。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 0 AND
(COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 1 AND
(COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 2 AND
(COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 3 AND
(COL1 > 10)

ROWID ハッシュ
以下はこの例の構成です。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1
WHERE COL1 > 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「ROWID ハッシュ」に設定さ
れています。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
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ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 0 AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 1 AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 2 AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 3 AND (COL1 > 10)

モジュラス
以下はこの例の構成です。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1
WHERE COL1 > 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「モジュラス」に設定されてい
ます。
v 「パーティション読み取りの列名」プロパティーが COL2 に設定され、COL2 は
TABLE1 内に NUMBER(5) として定義されています。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 0 AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 1 AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 2 AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 3 AND (COL1 > 10)

最小範囲と最大範囲
以下はこの例の構成です。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1
WHERE COL1 > 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
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v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが「最小範囲と最大範囲」に設定
されています。
v 「パーティション読み取りの列名」プロパティーが COL2 に設定され、COL2 は
TABLE1 内に NUMBER(5) として定義されています。
コネクターは、列 COL2 の最小値と最大値を決定します。最小値が -20 で、最大
値が 135 の場合、コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実
行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 <= 18 AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 BETWEEN 19 AND 57 AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 BETWEEN 58 AND 96 AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 >= 97 AND (COL1 > 10)

Oracle パーティション
以下はこの例の構成です。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1
WHERE COL1 > 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、5 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが「Oracle パーティション」に設
定されています。
v TABLE1 には以下の 4 つのパーティションがあります。
CREATE TABLE TABLE1
(
COL1 NUMBER(10),
COL2 DATE
)
PARTITION BY RANGE (COL2)
(
PARTITION PART1 VALUES LESS
PARTITION PART2 VALUES LESS
PARTITION PART3 VALUES LESS
PARTITION PART4 VALUES LESS
);

THAN
THAN
THAN
THAN

(TO_DATE(’01-JAN-2006’,’DD-MON-YYYY’)),
(TO_DATE(’01-JAN-2007’,’DD-MON-YYYY’)),
(TO_DATE(’01-JAN-2008’,’DD-MON-YYYY’)),
(MAXVALUE)

コネクターは、TABLE1 に PART1、PART2、PART3、および PART4 という 4 つ
のパーティションがあると判断します。コネクターは、4 つの処理ノードでステー
ジを実行する必要があると結論付けます。ステージは、5 つのノードで実行するよ
うに構成されているので、コネクターは、5 番目のノードをノードのリストから削
除し、ノードのリストが調整され、ステージが 4 つのノードで実行されることを示
す情報メッセージをログに記録します。
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コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART1) WHERE COL1 > 10

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART2) WHERE COL1 > 10

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART3) WHERE COL1 > 10

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART4) WHERE COL1 > 10

パラレル書き込みの構成
パラレル書き込みでは、コネクターの入力リンクに到着したレコードは、複数ノー
ド間に分散されます。その後、レコードは、すべてのノードからターゲット・デー
タベースにパラレルで書き込まれます。

始める前に
パラレル・ジョブでは、コネクターを使用する必要があります。

このタスクについて
デフォルトのパーティション・タイプは「自動」で、この場合、パーティション・
タイプがジョブのステージのさまざまな設定に基づいて選択されます。一般的に、
「自動」を使用するよりも、実際のデータに関する知識およびコネクターが実行時
に処理するターゲット表に基づいて特定のパーティション・タイプを選択するほう
が賢明です。特にターゲット表が範囲パーティション化またはリスト・パーティシ
ョン化されている場合、「Oracle コネクター」を選択するのが賢明な選択と考えら
れます。これにより、コネクターが入力レコードをパーティション化して、各ノー
ドがそのノードに関連したパーティションに行を書き込むようになるからです。

手順
1. パラレル・キャンバスで、コネクター・アイコンをダブルクリックして入力リン
クを選択します。
2. 「パーティション」タブで、パーティション・タイプを選択します。
Oracle コネクターのパーティション・タイプ:
範囲パーティション化された表、リスト・パーティション化された表、または間隔
パーティション化された表の場合、Oracle コネクターのパーティション・タイプに
より、入力レコードの分散が表内のパーティションの編成と合致するようになりま
す。
Oracle コネクターでは、ランダムやモジュラスなどのビルトイン・パーティショ
ン・タイプを使用できます。さらに、コネクターは、Oracle コネクターという追加
のパーティション・タイプを 1 つ提供しています。以下では、パーティション・タ
イプとして Oracle コネクターを選択した場合に、コネクターがどのように機能する
かについて説明します。
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Oracle コネクターのパーティション・タイプを選択した場合に、入力レコードをノ
ード間に渡ってパーティション化するために、コネクターは、まず表のパーティシ
ョン情報を検索します。ほとんどの場合、表の名前は、コネクターがデータを書き
込む表の名前と一致します。このため、表名は、通常「表名」プロパティーに指定
するか、INSERT, UPDATE, または DELETE SQL ステートメントに暗黙に指定し
ます。1 つの表のパーティション情報を使用するが、データを別の表に書き込むよ
うにコネクターを構成するには、表名を「パーティション書き込みの表名」プロパ
ティーに指定します。
コネクターは、パーティション情報の収集元の表の名前が含まれる情報メッセージ
をログに記録します。コネクターが表の名前を判別するのに十分な情報を得られな
い場合、コネクターは警告メッセージをログに記録し、順次実行を強制します。
パーティション書き込みのための表名を判別した後で、コネクターはその実行場所
のノードのセットを判別します。コネクターは、表にあるパーティションの数を判
別し、各パーティションに 1 つずつノードを関連付けます。パーティション数はノ
ード数と一致する必要があります。ノード数とパーティション数の不一致が起こる
ケースが 3 つあります。最初のケースの場合、パラレル処理ノードの構成でノー
ド・プール、リソース制約、またはノード・マップが指定されています。構成で制
約が指定されている場合、コネクターは処理ノードのセットを動的に変更できず、
致命的エラーを報告して、オペレーションを停止します。 2 番目のケースの場合、
ステージに構成されているノードのリストに表内のパーティション数よりも多いノ
ードが含まれています。この場合、コネクターは、リストの終わりにある余分のノ
ードを削除します。3 番目のケースの場合、ステージに構成されているノードのリ
ストに、表内のパーティション数よりも少ないノードが含まれています。この場
合、コネクターは、リストの終わりにノードを追加します。追加される各ノードの
定義は、オリジナル・リストの最後のノードの定義と一致します。
次にコネクターは、各入力レコードを送る先のノードを決定します。受け取るレコ
ードごとに、コネクターは、表のパーティション・キーを構成する表列に対応する
フィールドにあるデータを調べます。コネクターは、こうした値を表の個別のパー
ティションに指定された境界値と比較し、レコードが保存されるパーティションを
決定します。ノード数はパーティション数と一致し、各パーティションには 1 つの
ノードしか割り当てられていないので、コネクターは各パーティションに関連した
ノードにレコードを送り、そのノードはレコードをデータベースに書き込みます。
コネクターが表内のパーティション数と、表のパーティション化に用いられたパー
ティション化タイプの両方を判別するには、ジョブ実行前に表がデータベース内に
存在している必要があります。このルールの唯一の例外は、「表のアクション」プ
ロパティーが「作成」または「置換」に設定され、「CREATE ステートメント」プ
ロパティーが CREATE TABLE ステートメントを指定している場合です。この場
合、コネクターは CREATE TABLE ステートメントを分析して、実行時に表の作成
後の表のパーティション数とパーティション・タイプを判別します。コネクターは
この情報を使用して、ステージの実行場所のノードの数を決定します。ただし範
囲、リスト、間隔などサポートされるパーティション・タイプが表で使用されてい
るが、表のパーティション・キーに仮想列が含まれる場合、コネクターは順次実行
を強制しません。代わりに、コネクターは、表パーティション数と等しい数のノー
ドで実行します。ただし、実際にデータを処理するノードは 1 つだけであるので、
事実上、コネクターは順次モードで実行します。
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「表のアクション」プロパティーが「作成」または「置換」に設定され、「実行時
に CREATE ステートメントを生成」プロパティーが「はい」に設定されている場
合、コネクターは表をパーティション化された表として作成しません。このため、
コネクターは、表パーティションをノードに関連付けることができません。この場
合、コネクターは警告メッセージをログに記録して、ステージを順次モードで実行
します。
表が存在せず、「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーまたは「BEFORE
SQL (ノード) ステートメント」で CREATE TABLE ステートメントが指定されて
いる場合、コネクターは、表を作成する BEFORE SQL ステートメントを実行する
前に、パーティション数とパーティション・タイプを判別しようとするため、エラ
ーを報告します。
「表スコープ」が「単一パーティション」または「単一サブパーティション」に設
定されている場合、コネクターはステージを順次モードで実行し、警告メッセージ
をログに記録します。この場合、コネクターは、ただ 1 つのパーティションまたは
サブパーティションにデータを書き込むように明示的に構成されます。したがっ
て、このパーティションまたはサブパーティションには、ノードが 1 つしか割り当
てられません。
Oracle パーティション・タイプ
以下のリストでは、Oracle コネクターのパーティション・タイプがどのように特定
の Oracle パーティション・タイプをサポートするかについて説明します。
範囲、複合範囲-範囲、複合範囲-リスト、複合範囲-ハッシュ、
Oracle コネクターのパーティション・タイプは、範囲パーティション化され
た表への書き込みをサポートします。コネクターは、パーティション・キー
列に対応するレコード・フィールドの値を調べて、レコードが属するパーテ
ィションを判別し、その表パーティションに関連したノードに各レコードを
リダイレクトします。
リスト、複合リスト-範囲、複合リスト-リスト、複合リスト-ハッシュ
Oracle コネクターのパーティション・タイプは、リスト・パーティション化
された表への書き込みをサポートします。コネクターは、パーティション・
キー列に対応するレコードの値を調べて、レコードが属するパーティション
を判別し、その表パーティションに関連したノードにそのレコードをリダイ
レクトします。
ハッシュ
Oracle コネクターのパーティション・タイプは、ハッシュ・パーティション
化された表への書き込みをサポートしません。この場合、コネクターはステ
ージを順次モードで実行して、警告メッセージをログに記録します。
範囲、複合間隔-範囲、複合間隔-リスト、複合間隔-ハッシュ、
Oracle コネクターのパーティション・タイプは、間隔パーティション化され
た表への書き込みをサポートします。コネクターは、パーティション・キー
列に対応するレコードの値を調べて、レコードが属するパーティションを判
別します。レコードがジョブ開始時に存在したパーティションの 1 つに属
している場合、コネクターはその表パーティションに関連したノードにその
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レコードをリダイレクトします。それ以外は、コネクターは、動的に作成さ
れる新規パーティションへのレコードのロード用に予約された特殊なノード
にレコードをリダイレクトします。
参照

Oracle コネクターのパーティション・タイプは、参照パーティション化され
た表への書き込みをサポートしません。この場合、コネクターはステージを
順次モードで実行して、警告メッセージをログに記録します。

仮想

Oracle コネクターのパーティション・タイプは、パーティション・キーに仮
想列が組み込まれる表への書き込みをサポートしません。この場合、コネク
ターはステージを順次モードで実行して、警告メッセージをログに記録しま
す。

システム
Oracle コネクターのパーティション・タイプは、システム・パーティション
化された表への書き込みをサポートしません。この場合、コネクターはステ
ージを順次モードで実行して、警告メッセージをログに記録します。

Oracle データベースへの接続の定義
Oracle データベース内のデータにアクセスするには、サーバー、ユーザー名、およ
びパスワードを指定する接続を定義する必要があります。

始める前に
v Oracle コネクターが正しくインストールおよび構成されているかを検証します。
v データの読み書きを行うジョブを作成し、ジョブに Oracle コネクターを追加し、
必要なリンクを作成します。
v Oracle データベースへの接続に使用されるユーザー名にジョブのアクションを実
行するための正しい権限および特権があるかを検証します。
v Oracle データベースへの接続を定義するための選択方法によって、環境変数の
TNS_ADMIN、ORACLE_HOME、ORACLE_SID、TWO_TASK、および LOCAL
が正しく設定されていることを確認します。

手順
1. コネクター・ステージ・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. 「サーバー」フィールドで、以下のいずれかを行います。
v 「選択」をクリックして、Oracle サービスのリストを表示し、接続対象の
Oracle サービスを選択します。このリストが空の場合は、コネクターが
Oracle tnsnames.ora ファイルを見つけられません。コネクターは、
TNS_ADMIN および ORACLE_HOME 環境変数をチェックして、ファイルを
見つけようとします。
v Oracle tnsnames.ora ファイルに存在するときの接続の記述子の内容を正確に
入力します。
v host[:port][/service_name] という構文で、Oracle 簡易接続ストリングを入力し
ます。
v デフォルトのローカル Oracle サービスに接続する場合は、このプロパティー
をブランクにしておきます。デフォルトのローカル・サービスは
ORACLE_SID 環境変数で定義されます。Linux または UNIX での
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TWO_TASK 環境変数および Microsoft Windows での LOCAL 環境変数は、
デフォルトのリモート・サービスを定義します。
注: TWO_PHASE または LOCAL 環境変数を使用するよりも、Oracle サービ
スを選択するほうが賢明です。
3. 「ユーザー名」と「パスワード」フィールドに、Oracle サービスで認証するため
のユーザー ID とパスワードを入力します。 デフォルトでは、コネクターは、
Oracle データベース認証用に構成されています。この形式の認証では、指定する
名前とパスワードが Oracle データベース内のユーザーに構成された証明情報と
一致する必要があります。
4. オプション: 「外部認証を使用」フィールドで、「はい」を選択します。 この形
式の認証では、ユーザーが Oracle 内で登録され、オペレーティング・システム
によって認証されたユーザーとして識別される必要があります。

リンク上の列定義のセットアップ
リンクに対して設定する列定義は、Oracle コネクターがデータベースとの間で読み
書きするデータ・レコードのフォーマットを指定します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、Oracle コネクター・アイコンをダブルクリックしま
す。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集対象のリンクを選択します。 リジェク
ト・リンクの場合は、列を直接編集することはできません。リジェクト・リンク
の列は、入力リンクで定義される列およびステージ・ダイアログの「リジェク
ト」タブで選択するリジェクト固有列のコピーです。
3. 以下の方式の 1 つで、列定義をセットアップします。
a. リポジトリー・ビューからジョブ・キャンバス上のリンクに表定義をドラッ
グ・アンド・ドロップします。次に矢印キーで、「使用可能な列」リストと
「選択された列」リストの間で列を移動したり、戻したりします。
b. 「列」タブで、「ロード」をクリックして、メタデータ・リポジトリーから
表定義を選択します。次に、リンクに適用する列をその表定義から選択する
ため、列を「使用可能な列」のリストから「選択された列」のリストに移動
します。
4. 列グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択します。
表示するプロパティーを選択し、その表示順序を指定してから、「OK」をクリ
ックします。
5. 列定義を変更します。 列名、データ・タイプ、およびその他の属性を変更でき
ます。さらに、手動により、新規列を追加または挿入するか、既存の列を削除で
きます。
6. 新規表定義をメタデータ・リポジトリーに保存するには、以下のステップを実行
します。
a. 「列」タブで、「保存」をクリックしてから、「OK」をクリックし、リポジ
トリー・ビューを表示します。
b. 既存のフォルダーにナビゲートするか、表定義が保存される新規フォルダー
を作成します。
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c. フォルダーを選択して、「保存」をクリックします。

DataStage 列と SQL ステートメント・パラメーターの間の実行時マ
ッピング
Oracle データベースとデータを交換する場合、コネクターは、各列のデータがリン
ク上の該当する列に指定されたデータ・タイプ定義に従っていることを前提として
います。
データ・タイプ定義には、データ・タイプ名、長さ、スケール、NULL 可能、およ
びオプションの属性が含まれます。データ・タイプ変換が必要な場合、コネクター
がその変換を受け入れるかリジェクトするかは、Oracle データベースに依存しま
す。データ・タイプの非整合性、データ切り捨て、または他の問題によって変換が
リジェクトされた場合、Oracle データベースでエラーが報告され、コネクターは、
ジョブを失敗させたり、データ行をリジェクトするなど、適切なアクションを実行
します。
「読み取りモード」プロパティーが「選択」または「PL/SQL」に設定され、コネク
ターが Oracle データを読み取るように構成されており、出力リンクにデータを提供
する場合、コネクターは、結果セットの列の名前を出力リンク列とマッチングしよ
うとします。リンクと Oracle データベースにおける列の順序は関係ありません。例
えば、出力リンクで列 COL1、COL2、および COL3 がこの順序で定義され、指定
された SQL SELECT ステートメントで列 COL2、COL3、および COL1 のセット
で記述される結果セットが検索される場合、列の順序が一致していなくても、コネ
クターはこれらすべての列をその名前でマッチングします。「識別子を引用符で囲
む」プロパティーを「はい」に設定すると、コネクターは、大/小文字の区別のある
名前マッチングを実行します。そうでない場合、コネクターは、大/小文字を区別し
ない名前マッチングを実行します。これがデフォルトです。
「読み取りモード」プロパティーが「PL/SQL」に設定され、「ルックアップ・タイ
プ」が「スパース」に設定されている場合、コネクターは、参照リンク列を
PL/SQL ブロック内のパラメーターと名前でマッチングします。コネクターは、キ
ー列としてマークされた列を PL/SQL 入出力パラメーターに、残りの列を PL/SQL
出力パラメーターにマップします。
コネクターは、名前をマッチングできない場合、列の順序を使用してリンク列とパ
ラメーターを関連付けます。つまり、コネクターは、リンクの最初の列を最初のパ
ラメーターに関連付け、2 番目の列を 2 番目のパラメーターに関連付けます。以下
同様です。
「書き込みモード」プロパティーが「挿入」、「更新」、「削除」、または
「PL/SQL」に設定されていると、コネクターは、入力リンクの列を SQL または
PL/SQL ステートメントに指定されている入力パラメーターにマップします。ステ
ートメントにパラメーターを指定するには、DataStage 構文と Oracle 構文という 2
つのフォーマットを使用できます。以下のリストでは、パラメーターの指定に用い
たフォーマットに基づいて、コネクターがマッチングを実行する方法を説明しま
す。
DataStage 構文
DataStage 構文は ORCHESTRATE.parameter_name です。DataStage 構文で
パラメーターを指定すると、コネクターは名前マッチングを使用します。し
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たがって、ステートメント内のすべてのパラメーターはリンクの列と一致
し、パラメーターと列が同じ名前を持つ必要があります。コネクターがパラ
メーターに一致する列を見つけることができない場合、メッセージがログに
記録され、オペレーションは停止します。
注: DataStage 構文で ORCHESTRATE 以外のキーワードを使用するには、
CC_ORA_BIND_KEYWORD 環境変数を定義し、その値を、使用するキーワ
ードに設定します。
Oracle 構文
Oracle 構文は :name です。name はパラメーター名またはパラメーター番
号です。Oracle 構文でパラメーターを指定すると、コネクターはまず名前マ
ッチングを試みます。名前の一部またはすべてが一致しないため、名前マッ
チングが失敗すると、コネクターは、名前値が整数値であるかどうかをチェ
ックします。名前値がすべて整数値である場合、コネクターはこれらの整数
値をリンク上の列に対する 1 から始まる序数として使用します。名前値の
すべてが整数であるが、整数値の一部またはすべてが無効である (つまり 1
より小さいか、リンクの合計列数より大きい) 場合、コネクターは致命的エ
ラーを報告し、オペレーションは停止します。名前値の一部またはすべてが
整数でない場合、コネクターは列順序でマッチングを実行します。
注: PL/SQL ブロックの場合、Oracle 構文を使用する必要があります。
DataStage 構文を使用すると、コネクターはエラーをログに記録し、オペレ
ーションは停止します。パラメーター名に整数値を使用する場合、整数を昇
順に指定する必要があります。そうでなければ、コネクターは致命的メッセ
ージをログに記録し、オペレーションは停止します。
DataStage 構文と Oracle 構文の両方
DataStage 構文と Oracle 構文の両方を使用してパラメーターを指定する
と、コネクターは致命的エラーをログに記録し、オペレーションは停止しま
す。この問題を避けるためには、パラメーターを指定する際には一貫して同
じフォーマットを使用する必要があります。

出力リンクから未使用列を削除
マッピングが完了すると、コネクターは、マップされていない出力リンクの列をす
べて削除します。ジョブが後でマップされていない列の 1 つを参照すると、実行時
エラーが発生します。例えば、ステージでステートメント SELECT COL1, COL2
FROM TABLE1 が指定されていて、出力リンクで列 COl1、COL2、および COL3
が定義されている場合、コネクターは以下のタスクを実行します。
1. ステートメントの列 COL1 をリンクの列 COL1 にバインドします。
2. ステートメントの列 COL2 をリンクの列 COL2 にバインドします。
3. 列 COL3 はマップされていないので、実行時にリンクから削除します。
ダウンストリーム Transformer ステージで列 COL3 が参照されると、ジョブは実行
時に失敗し、その Transformer ステージで列 COL3 が見つからなかったことを示す
メッセージが生成されます。エラー条件を訂正するには、列 COL3 を SELECT ス
テートメントに追加するか、列 COL3 を出力リンクから削除します。ただし、以下
の場合には、コネクターは、出力リンクから未使用列を削除しません。
v 「読み取りモード」プロパティーが「PL/SQL」に設定されている。
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v 「BEFORE SQL または BEFORE SQL (ノード)」プロパティーが設定され、そ
のプロパティーでその後にコネクターがデータを読み取る表が作成される。

ランタイム列伝搬によって生成されたマッピング列
ステージで「ランタイム列伝搬」プロパティーが有効になっていると、SELECT ス
テートメントの列と出力リンクの列との間のマッピングは、位置ではなく、名前に
よって行われます。

SELECT ステートメント内の SQL 式とランタイム列伝搬
ステージで「ランタイム列伝搬」プロパティーが有効になっていて、SELECT ステ
ートメントに列名の SQL 式が含まれ、列に別名が指定されていない場合、コネク
ターは、新規列をリンクに自動的に追加し、SQL 式に一致する列名を指定します。
SQL 式から列名を派生させる方法には、以下の規則が適用されます。
v 英数字以外の文字、アンダースコアー文字 (_)、ドル記号 ($)、およびポンド記号
(#) は、アンダースコアー文字のペアで置き換えられます。
v ドル記号は __036__ で置き換えられます。
v ポンド記号は __035__ で置き換えられます。
v 空白文字は無視されます。
v 文字置換が実行された場合、接頭部 CC_N_ が列名に追加されます。N は、
SELECT ステートメント・リスト内の SQL 式の列の索引です。SELECT ステー
トメント・リスト・リストの最初の列には索引 1 があり、2 番目の列には索引 2
があります。以下同様です。
以下の例では、ランタイム列伝搬の働き方を示しています。ステージで「ランタイ
ム列伝搬」プロパティーが有効になっていて、そのステージにステートメント
SELECT COL1, RPAD (COL2, 20, '*') FROM TABLE1 が指定されていて、さらに
出力リンクには COL 1 と COL2 という 2 列が定義されているものとします。ラ
ンタイム列伝搬が有効になっているので、コネクターは、位置ではなく、名前での
み列をマッチングしようとします。SELECT ステートメントの COL1 列は出力リン
クの COL1 列にマップされますが、SQL 式 RPAD (COL2, 20, '*') は、出力リンク
のどの列にもマップされません。したがって、コネクターは、リンクに列
CC_2_RPAD_COL2__20______ を追加します。SQL 式が SELECT ステートメン
ト・リストの 2 番目の列として存在しているので、新規列名では、番号 2 が列名
の接頭部に使用されています。英数字以外の文字 (, ' *) は、2 つのアンダースコア
ー文字に置き換えられます。SQL 式の空白文字は無視されます。最終的に、列
COL2 はマップされていないので、コネクターはこの列を出力リンクから削除しま
す。
ランタイム列伝搬が有効でない場合、コネクターは位置によるマッチングを行いま
す。つまり、COL1 と COL2 はリンクに残り、リンク上の COL2 は SELECT ステ
ートメントの SQL 式の値を表わします。ランタイム列伝搬が有効になっている場
合、列別名 COL2 が SQL 式に使用されると、名前によるマッピングは成功し、リ
ンクの既存の 2 つの列 COL2 と COL2 が使用されます。この場合の SELECT ス
テートメントは SELECT COL1, RPAD(COL2, 20, '*') COL2 FROM TABLE1 で
す。

36

接続ガイド: Oracle データベース編

読み取りモードおよびデータ・ソースの指定
Oracle 表またはビュー内の行を読み取るか、ルックアップするようにコネクターを
構成するには、ソース表またはビューを指定するか、完全な SELECT ステートメン
トまたは PL/SQL ブロックを定義する必要があります。

始める前に
v Oracle コネクターおよび必須リンクが組み込まれたジョブを作成します。
v Oracle データベースへの接続を定義します。
v リンク上の列定義をセットアップします。

このタスクについて
「読み取りモード」プロパティーを「選択」に設定する場合、データのソースを定
義するのに、以下の 4 つの方法があります。
v 表またはビュー名を指定します。
v SELECT ステートメントを手動で入力します。
v SELECT ステートメントが入っているファイルの名前を入力します。
v Oracle SQL ビルダーを呼び出して、SELECT ステートメントを作成させます。
「読み取りモード」プロパティーを「PL/SQL」に設定する場合、データのソースを
定義するのに、以下の 2 つの方法があります。
v PL/SQL ブロックを手動で入力します。
v PL/SQL ブロックが入っているファイルの名前を入力します。
ジョブを実行すると、コネクターが指定された PL/SQL ブロックを 1 回だけ実行
して、PL/SQL ブロックに指定されている出力バインド変数を返します。PL/SQL ブ
ロックは、入力パラメーターを取らないが、1 つ以上の出力パラメーターを介して
値を返すストアード・プロシージャーを実行する場合に役立ちます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、Oracle コネクター・アイコンをダブルクリックして、
編集対象の出力リンクを選択します。
2. 「読み取りモード」を「選択」または「PL/SQL」に設定します。
3. 「読み取りモード」を「選択」に設定した場合、以下のいずれかの方式でデータ
のソースを指定します。
v 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定してから、表またはビューの名前
を「表名」プロパティーに入力します。この場合、schema_name.table_name と
いう構文を使用します。schema_name は、表のオーナーです。schema_name
を指定しない場合、現在接続されているユーザーに属するスキーマが使用され
ます。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメ
ントを「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
v

「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SQL ステートメン
トが入っているファイルの完全修飾ファイル名を「SELECT ステートメン
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ト」プロパティーに入力します。ファイル名を入力する場合、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定する必要もありま
す。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーをクリックしてから、そのプロパ
ティーの横の「作成」をクリックし、SQL ビルダーを開始します。SQL ステ
ートメントを構成するには、リポジトリーに保存されている表および列定義を
ドラッグ・アンド・ドロップし、SQL ステートメントで節を構成するための
オプションを選択します。
4. 「読み取りモード」を「PL/SQL」に設定した場合、以下のいずれかの方式でデ
ータのソースを指定します。
v PL/SQL ブロックを手動で「PL/SQL ブロック」プロパティーに入力します。
v

PL/SQL ブロックが入っているファイルの完全修飾ファイル名を「PL/SQL
ブロック」プロパティーに入力します。ファイル名を入力する場合、同時に
「ファイルから PL/SQL ブロックを読み取る」 を「はい」に設定します。

注: 指定する PL/SQL ブロックは、キーワード DECLARE または BEGIN で始
まり、キーワード END で終わる必要があります。また END キーワードの後に
セミコロンを入力する必要があります。

書き込みモードおよびターゲット表の指定
行を Oracle 表または書き込み可能ビューに書き込むようにコネクターを構成するに
は、ターゲット表またはビューを指定するか、SQL ステートメントまたは PL/SQL
ブロックを定義する必要があります。

始める前に
v Oracle コネクターおよび必須リンクが組み込まれたジョブを作成します。
v Oracle データベースへの接続を定義します。
v リンク上の列定義をセットアップします。

このタスクについて
以下の表には、書き込みモードがリストされ、各書き込みモードでコネクターがタ
ーゲット表に対して実行するオペレーションが説明されています。
表 2. 書き込みモードおよび説明
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書き込みモード

説明

挿入

コネクターは、入力リンクからレコードを行
としてターゲット表に挿入しようとします。

更新

コネクターは、ターゲット表内で入力リンク
に到着したレコードに対応する行を更新しよ
うとします。一致するレコードは、キー列と
してマークされたリンク列に対応する値によ
って識別されます。

削除

コネクターは、ターゲット表内で入力リンク
に到着したレコードに対応する行を削除しよ
うとします。一致するレコードは、キー列と
してマークされたリンク列に対応する値によ
って識別されます。
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表 2. 書き込みモードおよび説明 (続き)
書き込みモード

説明

新規の行のみを挿入

このプロパティーの動作は、「挿入」プロパ
ティーの動作と非常に似ています。ただし、
この書き込みモードを選択した場合、主キー
またはユニーク制約違反が原因でデータベー
スに書き込みできなかったレコードは無視さ
れ、コネクターは残りのレコードの処理を続
行します。しかし、主キーまたはユニーク制
約違反以外のエラーがあった場合は、致命的
エラー・メッセージがログに記録され、ジョ
ブは停止します。

挿入してから更新

入力レコードごとに、コネクターは、まずレ
コードを新規行としてターゲット表に挿入し
ようとします。主キーまたはユニーク制約の
ために、挿入オペレーションが失敗した場
合、コネクターは、ターゲット表内の既存の
行を入力レコードの新規値で更新します。

更新してから挿入

入力レコードごとに、コネクターは、まずタ
ーゲット表内で一致する行を見つけ、その行
を入力レコードの新規値で更新します。行が
見つからない場合、コネクターは、レコード
を新規行としてターゲット表に挿入します。

削除してから挿入

入力レコードごとに、コネクターは、まずタ
ーゲット表内の一致する行を削除しようとし
ます。次に、実際に行が削除されるか否かに
関係なく、コネクターは、INSERT ステート
メントを実行して、レコードを新規行として
ターゲット表に挿入します。

PL/SQL ブロック

入力レコードごとに、コネクターは、指定さ
れた PL/SQL ブロックを実行します。

バルク・ロード

コネクターは、Oracle ダイレクト・パス・ロ
ード方式で、データのバルク・ロードを行い
ます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、Oracle コネクター・アイコンをダブルクリックして、
編集対象の入力リンクを選択します。
2. 実行時に SQL を自動的に生成するには、以下のステップを実行します。
a. 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定します。
b. 「書き込みモード」を「挿入」、「更新」、「削除」、「挿入してから更
新」、「更新してから挿入」、または「削除してから挿入」に設定します。
c. ターゲット表の名前を「表名」プロパティーに入力します。
3. SQL を手動で入力するには、以下のステップを実行します。
a. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定します。
b. 「書き込みモード」を「挿入」、「更新」、「削除」、「挿入してから更
新」、「更新してから挿入」、または「削除してから挿入」に設定します。
第 3 章 Oracle コネクター
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c. SQL ステートメントを、選択した書き込みモードに対応するプロパティー、
すなわち「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」に入力します。 あるいは各プロパティーの
横にある「作成」をクリックして、SQL ビルダーを開始します。その後、ス
テートメントを作成するために、リポジトリーに保存されている列定義をド
ラッグ・アンド・ドロップし、ステートメントの節を構成するためのオプシ
ョンを選択します。
4. ファイルから SQL ステートメントを読み取るには、以下のステップを実行しま
す。
a. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定します。
b. SQL ステートメントが入っているファイルの完全修飾名を「挿入」、「更
新」、「挿入してから更新」、「更新してから挿入」、または「削除してか
ら挿入」プロパティーに入力します。
c. 「ファイルから INSERT ステートメントを読み取る」、「ファイルから
UPDATE ステートメントを読み取る」、または「ファイルから DELETE ス
テートメントを読み取る」を「はい」に設定します。
5. PL/SQL ブロックを指定するには、以下のステップを実行します。
a. 「書き込みモード」を「PL/SQL」に設定します。
b. PL/SQL ブロックを「PL/SQL ブロック」プロパティーに入力します。
注: PL/SQL ブロックは、キーワード DECLARE または BEGIN で始まり、
キーワード END で終わる必要があります。また END キーワードの後にセ
ミコロンを入力する必要があります。
6. データのバルク・ロードを行うには、以下のステップを実行します。
a. 「書き込みモード」を「バルク・ロード」に設定します。
b. 表の名前を「表名」プロパティーに入力します。 この場合、
schema_name.table_name という構文を使用します。schema_name は、表のオ
ーナーです。schema_name を指定しない場合、現在接続されているユーザー
に属するスキーマが使用されます。

エラーのあるレコードのリジェクト
Oracle コネクターにリジェクト・リンクが組み込まれている場合、指定されたリジ
ェクト条件に当てはまるレコードは自動的にリジェクト・リンクのターゲット・ス
テージに送られ、残りのレコードで処理が続行されます。

始める前に
v Oracle コネクターおよび必須リンクが組み込まれたジョブを作成します。
v Oracle データベースへの接続を定義します。
v リンク上の列定義をセットアップします。
v 書き込みモードおよびターゲット表を指定します。

このタスクについて
リジェクト・リンクを構成する際、どのような場合にレコードをリジェクトし、リ
ジェクトされたレコードを受け取るターゲット・ステージに送るかを制御する 1 つ
以上の条件を選択します。レコードに問題があるときに生成される Oracle エラー・
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コードおよびエラー・メッセージを含めるように選択することもできます。リジェ
クト・リンクを定義していない場合、またはリジェクト・リンクを定義したが、問
題のあるレコードが指定されたリジェクト条件のどれにも当てはまらない場合、コ
ネクターは致命的エラーを報告し、ジョブを停止します。
以下のリストで設定できるリジェクト条件を説明します。
行が更新されなかった
この条件が発生するのは、コネクターがターゲット表内の行を更新しようと
して、そのオペレーションは成功したが、データが更新されなかった場合で
す。以下の状態では行は更新されません。
v 入力レコード内のキー・フィールド値がターゲット表のどの行のキー列値
とも一致していません。
v 入力レコード内のキー・フィールド値がターゲット表の一部の行のキー列
値と一致し、入力レコード内の残りの列値が、それらの同じ行の対応する
列値と一致しています。
コネクターがこの条件をチェックするのは、「書き込みモード」プロパティ
ーが「更新」に設定されている場合のみです。ただし、この条件には対応す
る Oracle エラー・コードおよびエラー・メッセージがありません。
行が削除されなかった
この条件が発生するのは、コネクターがターゲット表内の行を削除しようと
して、そのオペレーションは成功したが、データが削除されなかった場合で
す。この状況は、入力レコード内のキー・フィールド値がターゲット表のど
の行のキー列値とも一致していない場合に発生します。
コネクターがこの条件をチェックするのは、「書き込みモード」プロパティ
ーが「削除」に設定されている場合のみです。ただし、この条件には対応す
る Oracle エラー・コードおよびメッセージがありません。
SQL エラー - 制約チェック
この条件が発生するのは、制約チェックのためにオペレーションを完了でき
ない場合です。ただし、この SQL エラーが発生しても、レコードがリジェ
クト・リンクに送られない場合もあります。例えば、「書き込みモード」プ
ロパティーが「挿入してから更新」に設定されているが、主キー制約のため
に挿入オペレーションが失敗した場合、コネクターは、レコードをリジェク
ト・リンクに送るのではなく、行の更新を試みます。ただし、選択されたリ
ジェクト条件のいずれかで更新オペレーションが失敗した場合は、コネクタ
ーは入力レコードをリジェクト・リンクに送ります。
SQL エラー - タイプ不一致
この条件が発生するのは、レコードのデータ値がターゲット表の対応する列
のデータ・タイプと整合しない場合です。この場合、Oracle はデータを変換
できず、エラーを返します。
SQL エラー - データ切り捨て
この条件が発生するのは、リンク上の列のデータ・タイプはターゲット表の
列のデータ・タイプと整合しているが、サイズ不一致のためにデータの欠落
があった場合です。
SQL エラー - 文字セット変換
この条件が発生するのは、レコードが、その NChar、NVarChar、または
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LongNVarChar 列の一部として Unicode データを含み、かつ、そのデータを
NLS_CHARACTERSET データベース・パラメーターに指定されたデータベ
ース文字セットに変換するときに、変換エラーが発生した場合です。
SQL エラー - パーティション
この条件が発生するのは、コネクターがレコードをパーティション表内の特
定のパーティションに書き込もうとしたが、指定されたパーティションがそ
のレコードが属するパーティションではない場合です。
SQL エラー - XML 処理
この条件が発生するのは、XML データにエラーがあるために、XML デー
タ文書を含むレコードを表の XMLType 列に挿入できない場合です。例え
ば、指定された XML 文書が正しい形式でない場合、あるいはその文書が
その XML スキーマとの関連で無効である場合に、このエラー条件が発生
します。
SQL エラー - その他
この条件は、以上にリストされた条件によって明示的に扱われないすべての
SQL エラーを対象としています。

手順
1. リジェクト済み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. Oracle コネクターを右クリックしてドラッグし、Oracle 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 Oracle コネクターの最初のリンクである場合は、そのリンクを右クリ
ックして、「リジェクトに変換」を選択します。Oracle 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
で幅広のダッシュで表されるリジェクト・リンクを強調表示します。
5. 「リジェクト」タブをクリックします。
6. 「選択された条件に基づいてリジェクト行をフィルタリング」リストで、レコー
ドをリジェクトするために使用される 1 つ以上の条件を選択します。 条件を選
択しないと、どの行もリジェクトされません。この場合、レコードがターゲット
表に書き込まれるときにエラーが発生すると、必ずジョブ失敗となります。
7. 以下の方式の 1 つで、リジェクト行が多すぎるためにジョブを停止する条件を
指定します。
v 「異常終了条件」フィールドで、「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、ジョブが停止することになる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の数を指定しま
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)」フィールドで、ジョブ停止までに許可されるリジェクト行
の最大数を指定します。
8. オプション: 「リジェクト行に追加」リストで、ERRORCODE または
ERRORMESSAGE、あるいはその両方を選択します。 これにより、レコードに
問題があると、リジェクト済みレコードには、Oracle エラー・コードと障害を説
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明する対応のメッセージが含まれます。Oracle エラー・コードとメッセージの完
全なリストについては、Oracle 関係の資料を参照してください。

ジョブのコンパイルおよび実行
ジョブのデザインを完了したら、そのジョブをコンパイルして、実行します。次に
ログ・ファイルで、ジョブ構成の調整またはエラー状態の訂正に役立つ情報を収集
します。

このタスクについて
ジョブをコンパイルしたら、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニス
トレーター、Designer Client または Director Client のいずれかを使用して、ジョブ
を実行できます。

手順
1. Designer Client で、コンパイル対象のジョブを開きます。
2. 「コンパイル」をクリックします。
3. 「コンパイル状況」領域にエラーが表示された場合、ジョブを編集して、エラー
を解消します。エラーを解消したら、再度「コンパイル」をクリックします。
4. ジョブのコンパイルに成功したら、「実行」をクリックし、以下のジョブ実行オ
プションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 「検証」ボタンをクリックして、実際にデータの読み取りまたは書き込みを
行うことなく、ジョブ構成を確認します。
c. 「実行」ボタンをクリックして、データの読み取り、書き込み、またはルッ
クアップを行います。
5. 以下の手順でジョブの状況を表示します。
a. Director Clientを開きます。
b. 「状況」列で、ジョブが検証され、正常に完了したことを検証します。 ジョ
ブまたは検証に失敗した場合、「表示」 > 「ログ」と選択して、実行時問題
を説明するメッセージを表示します。
6. ジョブに実行時問題があった場合、ジョブが正常に完了するまで、問題を修正
し、ジョブをリコンパイルし、検証し、実行するという操作を繰り返します。

データの読み書き用のオプション
コネクターによるデータ読み取りおよび書き込み方法を変更するには、これらのオ
プションを使用します。

トランザクションの分離レベルの制御
トランザクションの分離レベルを構成できます。

このタスクについて
コネクターは、Oracle データベースとの接続を確立し、最初のトランザクション・
ステートメントを発行すると、指定された分離レベルを使用するトランザクション
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を暗黙に開始します。トランザクションがコミットまたはロールバックのいずれか
を介して終了し、コネクターが次のトランザクション・ステートメントを発行する
と、コネクターは、接続で新規トランザクションをもう一度暗黙に開始します。コ
ネクターがデータベースに対して実行するオペレーションは、すべて現行トランザ
クションの一部となります。ただし、トランザクションがロールバックされても、
Oracle はそのトランザクションに属する一部のデータベース処理をロールバックで
きません。例えば、DDL オペレーションはロールバックできません。

手順
トランザクションを構成するには、「分離レベル」プロパティーを以下のいずれか
に設定します。
オプション

説明

READ COMMITTED

トランザクション内で実行する各 SELECT
ステートメントは、現行ステートメントの開
始時にコミットされた行を確認します。

SERIALIZABLE

トランザクション内で実行する各 SELECT
ステートメントは、そのトランザクションの
開始時にコミットされた行のみを確認しま
す。

READ-ONLY

READ-ONLY 分離は SERIALIZABLE 分離と
同様に機能しますが、DML ステートメント
の INSERT、UPDATE、DELETE、および
MERGE がトランザクションで許可されない
点が異なります。この分離レベルでは、
PL/SQL ブロックで DML ステートメントが
実行できなくなります。ただし、たとえ分離
レベルが「READ-ONLY」に設定されていて
も、PL/SQL ブロックが分離レベルをオーバ
ーライドした場合、そのブロックで DML ス
テートメントを実行できます。

行のプリフェッチの構成
行のプリフェッチを構成した場合、SELECT ステートメントが実行されると、コネ
クターは、「配列サイズ」プロパティーで指定された数の行と「プリフェッチ行カ
ウント」プロパティーで指定された数の行をフェッチします。

このタスクについて
「プリフェッチ行カウント」プロパティー、「プリフェッチ・バッファー・サイ
ズ」プロパティー、またはその両方のプロパティーを設定できます。両方のプロパ
ティーを 0 より大きい値に設定すると、Oracle クライアントは、まず「プリフェッ
チ行カウント」プロパティーに指定された数の行をプリフェッチしようとします。
行数が「プリフェッチ・バッファー・サイズ」プロパティーに指定されたメモリ
ー・サイズに適合しない場合、Oracle クライアントは、バッファーに適合するだけ
の行数をプリフェッチします。
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Oracle クライアントはすぐに、「配列サイズ」までフェッチされた行をコネクター
に提供します。Oracle クライアントは「プリフェッチ行カウント」までフェッチさ
れた行をキャッシュするので、コネクターが現在実行中の SELECT ステートメント
に対するデータの要求を続行する時に、フェッチ要求が最適化されます。
デフォルトでは、コネクターは、1 行をプリフェッチするように構成されていま
す。

手順
Oracle 行プリフェッチを構成するには、以下のプロパティーの一方または両方を設
定します。
v 「プリフェッチ行カウント」は、各フェッチ要求でプリフェッチする行数に設定
しますが、これは結果として Oracle サーバーとの往復になります。
v 「プリフェッチ・バッファー・サイズ」は、プリフェッチされた行のバッファー
として使用するサイズ (KB 単位) に設定します。

配列サイズの設定
一度にデータベースからフェッチするか、データベースに書き込むレコードの数を
制御するには、配列サイズを増減します。

このタスクについて
「配列サイズ」プロパティーと「レコード・カウント」プロパティーは、一緒に設
定します。配列サイズは、各バッチに組み込まれ、データベースの読み取り処理と
書き込み処理が扱う、レコードの数を指定します。レコード・カウントは、各トラ
ンザクションで処理されるレコードの数を指定します。
行のプリフェッチを構成した場合、SELECT ステートメントが実行されると、コネ
クターは、「配列サイズ」プロパティーで指定された数の行と「プリフェッチ行カ
ウント」プロパティーで指定された数の行をフェッチします。

手順
1. 「配列サイズ」を 1 から 999,999,999 までの数値に設定します。 デフォルトは
2,000 です。
2. 「レコード・カウント」をコネクターが現行トランザクションをコミットする前
に処理されるレコードの数に設定します。 デフォルトは 2,000 です。指定する
値は、0 から 999,999,999 までの数値とし、さらに「配列サイズ」プロパティー
に指定した値の倍数とする必要があります。0 を入力すると、コネクターは、ト
ランザクションのコミット前にすべてのレコードを処理します。
注: 「レコード・カウント」プロパティーに指定された値が 0 でなく、また
「配列サイズ」に指定した値の倍数でない場合、コネクターは、レコード・カウ
ントが配列サイズの倍数となるように、配列サイズを自動的に選択します。コネ
クターは、配列サイズを選択するときには、指定された値に近い値を見つけよう
とします。コネクターはこの値を見つけることができないと、値 1 かまたはレ
コード・カウント値と一致する値の、いずれか指定された値に近い方を選択しま
す。コネクターはその後、「配列サイズ」プロパティーの値を変更したことをユ
ーザーに通知するために、情報メッセージをログに記録します。
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3. オプション: 「ウェーブの終わりにマークを付ける」プロパティーを使用して、
「レコード数」プロパティーに指定された数のレコードが処理された後にウェー
ブの終わりマーカーを挿入するかどうかを指定します。 デフォルトでは、ウェ
ーブの終わりマーカーは挿入されません。
注: ウェーブの終わりマーカーが挿入されると、Oracle コネクターがバッファリ
ングしたレコードは、ダウンストリーム・ステージで処理できるように、すべて
バッファーから解かれて、ジョブ・フローにプッシュされます。

実行時に列を伝搬
ステージで「ランタイム列伝搬」プロパティーが有効になっていると、コネクター
は、SELECT ステートメントの列と出力リンクの列を位置ではなく、名前でマッチ
ングします。

手順
「ランタイム列伝搬」を「はい」に設定します。
マッピングが完了すると、コネクターは、マップされていない出力リンクの列をす
べて削除します。ジョブが後でマップされていない列の 1 つを参照すると、実行時
エラーが発生します。例えば、ステージでステートメント SELECT COL1, COL2
FROM TABLE1 が指定されていて、出力リンクで列 COl1、COL2、および COL3
が定義されている場合、コネクターは以下のタスクを実行します。
1. ステートメントの列 COL1 をリンクの列 COL1 にバインドします。
2. ステートメントの列 COL2 をリンクの列 COL2 にバインドします。
3. 列 COL3 はマップされていないので、実行時にリンクから削除します。
ダウンストリーム Transformer ステージで列 COL3 が参照されると、ジョブは実行
時に失敗し、その Transformer ステージで列 COL3 が見つからなかったことを示す
メッセージが生成されます。エラー条件を訂正するには、列 COL3 を SELECT ス
テートメントに追加するか、列 COL3 を出力リンクから削除します。ただし、以下
の場合には、コネクターは、出力リンクから未使用列を削除しません。
v 「読み取りモード」プロパティーが「PL/SQL」に設定されている。
v 「BEFORE SQL または BEFORE SQL (ノード)」プロパティーが設定され、そ
のプロパティーでその後にコネクターがデータを読み取る表が作成される。
ステージで「ランタイム列伝搬」プロパティーが有効になっていて、SELECT ステ
ートメントに列名の SQL 式が含まれ、列に別名が指定されていない場合、コネク
ターは、新規列をリンクに自動的に追加し、SQL 式に一致する列名を指定します。
SQL 式から列名を派生させる方法には、以下の規則が適用されます。
v 英数字以外の文字、アンダースコアー文字 (_)、ドル記号 ($)、およびポンド記号
(#) は、アンダースコアー文字のペアで置き換えられます。
v ドル記号は __036__ で置き換えられます。
v ポンド記号は __035__ で置き換えられます。
v 空白文字は無視されます。
v 文字置換が実行された場合、接頭部 CC_N_ が列名に追加されます。N は、
SELECT ステートメント・リスト内の SQL 式の列の索引です。SELECT ステー
トメント・リスト・リストの最初の列には索引 1 があり、2 番目の列には索引 2
があります。以下同様です。
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以下の例では、ランタイム列伝搬の働き方を示しています。ステージで「ランタイ
ム列伝搬」プロパティーが有効になっていて、そのステージにステートメント
SELECT COL1, RPAD (COL2, 20, '*') FROM TABLE1 が指定されていて、さらに
出力リンクには COL 1 と COL2 という 2 列が定義されているものとします。ラ
ンタイム列伝搬が有効になっているので、コネクターは、位置ではなく、名前での
み列をマッチングしようとします。SELECT ステートメントの COL1 列は出力リン
クの COL1 列にマップされますが、SQL 式 RPAD (COL2, 20, '*') は、出力リンク
のどの列にもマップされません。したがって、コネクターは、リンクに列
CC_2_RPAD_COL2__20______ を追加します。SQL 式が SELECT ステートメン
ト・リストの 2 番目の列として存在しているので、新規列名では、番号 2 が列名
の接頭部に使用されています。英数字以外の文字 (, ' *) は、2 つのアンダースコア
ー文字に置き換えられます。SQL 式の空白文字は無視されます。最終的に、列
COL2 はマップされていないので、コネクターはこの列を出力リンクから削除しま
す。
ランタイム列伝搬が有効でない場合、コネクターは位置によるマッチングを行いま
す。つまり、COL1 と COL2 はリンクに残り、リンク上の COL2 は SELECT ステ
ートメントの SQL 式の値を表わします。ランタイム列伝搬が有効になっている場
合、列別名 COL2 が SQL 式に使用されると、名前によるマッピングは成功し、リ
ンクの既存の 2 つの列 COL2 と COL2 が使用されます。この場合の SELECT ス
テートメントは SELECT COL1, RPAD(COL2, 20, '*') COL2 FROM TABLE1 で
す。
「ランタイム列伝搬」プロパティーが有効になっているジョブ内で Oracle コネクタ
ーが実行時に動的にリンクを列に追加し、リンク列がデータベース内の LONG また
は LONG RAW 表列に対応している場合、コネクターは、以下の条件を両方とも満
たす可能な最大値にリンク列の長さを設定します。
v 値が 999999 を超えない。
v この値にステージの「配列サイズ」プロパティーで指定された値を掛けても、結
果が 10485760 (10MB のバイト数) を超えない。

不一致フィールドのドロップ
入力リンクにおける未使用列の処理方法を指定するには、「不一致のフィールドを
ドロップ」プロパティーを使用します。

このタスクについて
入力リンクからデータベースにデータを書き込むジョブを作成するときには、「不
一致のフィールドをドロップ」プロパティーを使用して、入力リンクにおける未使
用列 (フィールド) の処理方法を制御できます。入力リンクの未使用列とは、コネク
ターがターゲットの SQL または PL/SQL ステートメントのどのパラメーターとも
ペアを作らなかった列のことです。あるいは、「書き込みモード」として「バル
ク・ロード」を指定した場合は、ターゲット表のどの列ともペアを作らなかった列
のことです。

手順
「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーの場合、「はい」 (デフォルト) ま
たは 「いいえ」を選択します。
「はい」を選択した場合、コネクターは入力リンクの未使用列をすべてドロップし
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ます。ドロップされた列ごとに、コネクターは、情報メッセージをジョブ・ログに
書き込んで、列とその関連値が無視されたことを示します。「不一致のフィールド
をドロップ」プロパティーが「いいえ」に設定されている場合、入力リンクで未使
用列が見つかると、コネクターは致命的エラー・メッセージをログに記録して、ジ
ョブを停止します。
入力リンクの列とターゲットの SQL ステートメント・パラメーターまたは表列の
間の名前マッチングで大/小文字の区別があるかどうかを指定するには、「識別子を
引用符で囲む」プロパティーを使用します。
以下の例では、ジョブについて説明するとともに、「不一致のフィールドをドロッ
プ」プロパティーおよび「識別子を引用符で囲む」プロパティーを設定した効果を
示します。
v コネクター・ステージは、「書き込みモード」として「バルク・ロード」を使用
するように構成されます。
v データベース内のターゲット表には、FIRSTNAME、LASTNAME、および
DATEOFBIRTH の各列が含まれます。
v コネクターの入力リンクには、
FirstName、LastName、Address、DateofBirth、Phone、および Email の各列が含ま
れます。
結果は、以下のようにプロパティーの設定の仕方によって異なります。
v 「不一致のフィールドをドロップ」を「はい」に、「識別子を引用符で囲む」を
「いいえ」に設定した場合、コネクターは、情報メッセージをログに記録して、
入力リンクの Address、Phone、および Email 列が使用されないことを示します。
コネクターは、入力リンクの FirstName、LastName、および DateofBirth の各列に
提供されたデータのみをロードします。
v 「不一致のフィールドをドロップ」を「いいえ」に、「識別子を引用符で囲む」
を「いいえ」に設定した場合、コネクターは、致命的メッセージをログに記録し
て、入力リンクの Address 列が使用されず、ジョブが停止することを示します。
v 「不一致のフィールドをドロップ」を「いいえ」に、「識別子を引用符で囲む」
を「はい」に設定した場合、コネクターは、致命的メッセージをログに記録し
て、入力リンクの FirstName 列が使用されず、ジョブが停止することを示しま
す。

末尾ブランクの保持
「後書きブランクを保持」プロパティーを使用して、ステージが、フレームワーク
から受け取ってデータベースに渡すレコードのテキスト・フィールド値に含まれる
末尾の空白文字を保持する必要があるかどうか指定できます。このプロパティー
は、「書き込みモード」プロパティーに指定されるすべてのモード (「バルク・ロ
ード」モードを含む) で使用できます。入力リンクの列と参照リンクのキー列のう
ち、文字データ・タイプ (VarChar、NVarChar など) の列に適用されます。

手順
「後書きブランクを保持」プロパティーを構成するには、次のいずれかの値を選択
します。
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v 「はい」を選択すると、末尾の空白文字は他の文字と同様に扱われます。それら
の空白文字は他の文字と一緒に保持され、データは元の形式のままデータベース
に渡されます。これがコネクターのデフォルトの動作です。
v 「いいえ」を選択すると、ステージは、フレームワークから受け取ったテキス
ト・フィールド値の末尾の空白文字を削除します。データベースには、トリムさ
れた値が渡されます。値に含まれる先行する空白文字は保持されます。

エラー処理の構成
「行エラー発生時に失敗」プロパティーを使用すると、レコードをデータベースに
書き込み中にエラーが発生したとき、エラー・メッセージをログに記録し、ジョブ
を停止するかどうかを指定できます。このプロパティーは、「書き込みモード」プ
ロパティーが「バルク・ロード」に設定されている場合、使用できません。

このタスクについて
このプロパティーには「はい」または「いいえ」を設定できます。デフォルト値
は、コネクター・ステージを実行しているジョブのタイプによって異なります。パ
ラレル・ジョブの場合、デフォルト値は「はい」です。ステージにリジェクト・リ
ンクが定義されている場合、このプロパティーは使用できず、自動的にデフォルト
の値「はい」になります。
サーバー・ジョブの場合、デフォルト値は「いいえ」です。デフォルトでは、レコ
ードをデータベースに書き込み中にエラーが発生すると、警告メッセージがログに
記録され、ジョブは続行します。入力リンク・ステージの入力元が、Oracle
Connector ステージがデータベースに書き込むことができなかった行をリジェクトす
るように構成されている Transformer ステージである場合、「行エラー発生時に失
敗」プロパティーは「いいえ」に設定する必要があります。これにより、
Transformer ステージは、それらの行をリジェクト・リンクに送信できます。

手順
「行エラー発生時に失敗」プロパティーを次のいずれかのオプションに設定しま
す。
v 「はい」を選択すると、レコードがデータベースに書き込まれなかった場合、コ
ネクターはリカバリー不能エラーをログに記録し、ジョブは停止します。
v 「いいえ」を選択すると、レコードがデータベースに書き込まれなかった場合、
コネクターは警告メッセージをログに記録し、残りの入力レコードの処理を続行
します。

複数の一致をログに記録するコネクターの構成
Oracle Connector ステージをパラレル・ジョブ内で実行し、ルックアップを実行す
ると、ステージは Lookup ステージへの参照リンクと接続され、ルックアップの結
果に複数の一致があった場合の処理は Lookup ステージが対応します。「複数の一
致をログに記録する」プロパティーは、ステージをサーバー・ジョブ内でルックア
ップ・モードのオペレーションで実行している場合のみ、Oracle Connector ステー
ジで使用できます。このモードの場合、1 つ以上の参照リンクによって Oracle
Connector ステージと Transformer ステージが接続されます。
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このタスクについて
このプロパティーは、ルックアップ・ステートメントが入力キー・レコードに一致
する複数のレコードを返した場合に、メッセージをログに記録するかどうかを指定
します。各入力レコードは別個にチェックされます。コネクター内のルックアッ
プ・ステートメントが複数の行を返した場合でも、参照リンクのコネクターが提供
するのは最初の行のみです。このプロパティーは、そのような状態が発生した場合
にメッセージをログに記録するかどうか制御します。

手順
「複数の一致をログに記録する」プロパティーで、次のいずれかの値を指定しま
す。
v 複数の一致があってもメッセージをログに記録しない場合は、「なし」を選択し
ます。
v 重大度が通知レベルのメッセージをログに記録する場合は、「通知」を選択しま
す。
v 重大度が警告レベルのメッセージをログに記録する場合は、「警告」を選択しま
す。
v 重大度が致命的レベルのメッセージをログに記録し、ジョブを停止する場合は、
「致命的」を選択します。

書き込み前に表にアクションを実行
オプションとして、実行時に表に対して作成、置換、および切り捨てアクションを
実行するようにコネクターを構成できます。こうしたアクションは、データが表に
書き込まれる前に実行されます。

このタスクについて
「表のアクション」プロパティーは、実行時にデータが表に書き込まれる前にコネ
クターが実行するアクションを制御します。デフォルトでは、このプロパティーは
「追加」に設定され、表に対してアクションは実行されません。

手順
1.

実行時に表を作成する場合は、以下のステップを実行します。
a. 「表のアクション」を「作成」に設定します。
b. 以下のいずれかの方式で、CREATE TABLE ステートメントを指定します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成」を「はい」に設定
して、作成する表の名前を「表名」プロパティーに入力します。この場
合、コネクターは、入力リンクの列定義から CREATE TABLE ステートメ
ントを自動的に生成します。新規表の列名は、リンク上の列名と一致しま
す。新規表の列のデータ・タイプは、リンクの列定義にマップされます。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成」を「いいえ」に設
定してから、CREATE TABLE ステートメントを「CREATE TABLE ステ
ートメント」プロパティーに入力します。

2. 実行時に表を置き換える場合は、以下のステップを実行します。
a. 「表のアクション」を「置換」に設定します。
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b. 以下のいずれかの方式で、DROP TABLE ステートメントを指定します。
v 「実行時に DROP TABLE ステートメントを生成」を「はい」に設定し
て、ドロップする表の名前を「表名」プロパティーに入力します。
v 「実行時に DROP TABLE ステートメントを生成」を「いいえ」に設定
してから、DROP TABLE ステートメントを「DROP TABLE ステートメ
ント」プロパティーに入力します。
c. 以下のいずれかの方式で、CREATE TABLE ステートメントを指定します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成」を「はい」に設定
して、作成する表の名前を「表名」プロパティーに入力します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成」を「いいえ」に設
定してから、CREATE TABLE ステートメントを「CREATE TABLE ステ
ートメント」プロパティーに入力します。
3. 実行時に表を切り捨てる場合は、以下のステップを実行します。
a. 「表のアクション」を「切り捨て」に設定します。
b. 以下のいずれかの方式で、TRUNCATE TABLE ステートメントを指定しま
す。
v 「実行時に TRUNCATE TABLE ステートメントを生成」を「はい」に設
定して、切り捨てる表の名前を「表名」プロパティーに入力します。
v 「実行時に TRUNCATE TABLE ステートメントを生成」を「いいえ」に
設定してから、TRUNCATE TABLE ステートメントを「TRUNCATE
TABLE ステートメント」プロパティーに入力します。
4. ステートメントが失敗した場合に、ジョブを失敗とするには、
「CREATE、TRUNCATE、DROP ステートメントの実行でエラーが発生した場
合は失敗」を「はい」に設定します。これにより、ステートメントが失敗する
と、ジョブは停止します。それ以外の場合、ステートメントが失敗すると、コネ
クターは警告メッセージをログに記録し、ジョブは続行します。

データの処理前後の SQL ステートメントの実行
ジョブでのデータの処理前後に 1 回 SQL ステートメントを実行するように、また
は各ノードでのデータの処理前後に 1 回 SQL ステートメントを実行するようにコ
ネクターを構成します。

このタスクについて
データの処理前後に SQL ステートメントを実行すると、データ・アクセスのため
にデータベース・オブジェクトを準備するオペレーションを実行する必要がある場
合に役立ちます。例えば、SQL ステートメントを使用して、ターゲット表を作成
し、その表に索引を追加することができます。指定する SQL ステートメントは、
ジョブ全体で、データの処理前に 1 回実行されます。
「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーまたは「AFTER SQL ステートメ
ント」プロパティーに指定されているステートメントが実行されると、コネクター
は現行トランザクションを明示的にコミットします。例えば、「BEFORE SQL ス
テートメント」プロパティーに INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE などの
DML ステートメントを指定すると、DML ステートメントの結果は個々のノードに
表示できるようになります。
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コネクター・ステージを使用する目的がデータベースへのレコードの書き込みで、
データを書き込む前にターゲット表に対して表のアクションを実行するようにステ
ージを構成している場合は、「表のアクションを最初に実行」プロパティーを使用
して、最初に「BEFORE SQL ステートメント」または「表のアクション」を実行
する必要があるかどうか制御できます。
コネクターが実行されるように構成されている各ノードで SQL ステートメントを
実行するには、「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」プロパティーまたは
「AFTER SQL (ノード) ステートメント」プロパティーを使用します。コネクター
は、指定された SQL ステートメントを各ノードでデータが処理される前に 1 回、
各ノードでデータが処理された後に 1 回実行します。例えば、ノード上でクライア
ント・セッションに使用するデータ・フォーマットを設定するには、「BEFORE
SQL (ノード)」プロパティーに ALTER SESSION ステートメントを指定します。
「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」プロパティーまたは「AFTER SQL
(ノード) ステートメント」プロパティーに指定されているステートメントが実行さ
れると、コネクターは現行トランザクションを明示的にコミットします。
「BEFORE SQL ステートメント」、「AFTER SQL ステートメント」、
「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」、および「AFTER SQL (ノード) ス
テートメント」 の各プロパティーを構成する場合、同じ基本手順を使用します。以
下のステップでは、「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーの構成方法に
ついて説明します。

手順
1. 「BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメントを実行する」を 「は
い」に設定します。
2. 「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーに、SQL または PL/SQL ステ
ートメントを入力するか、SQL または PL/SQL ステートメントが入っているフ
ァイルへの完全修飾パスを入力します。
注: SQL または PL/SQL ステートメントには、入力バインド変数または出力バ
インド変数を含めないでください。ステートメントにこうした変数が含まれてい
ると、コネクターは致命的メッセージをログに記録し、オペレーションは停止し
ます。ファイル名を指定する場合は、IBM InfoSphere DataStage サーバーがイン
ストールされたコンピューターにそのファイルが存在していなければなりませ
ん。
3. ファイル名を指定する場合は、「ファイルから BEFORE SQL ステートメント
を読み取る」を「はい」に設定します。
4. 「BEFORE SQL ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗」を「は
い」 (デフォルト) または「いいえ」に設定します。 このプロパティーが「は
い」に設定されている場合に、SQL または PL/SQL ステートメントが失敗する
と、コネクターは致命的メッセージをログに記録して、ジョブは停止します。そ
れ以外は、コネクターは警告をログに記録し、ジョブは続行します。
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ノード・プレースホルダーをノード番号で置換
ユーザー定義 SQL および PL/SQL ブロック内のノード番号を参照するように、コ
ネクターを構成するには、環境変数 CC_ORA_NODE_USE_PLACEHOLDER および
CC_ORA_NODE_PLACEHOLDER_NAME を定義します。

このタスクについて
これら 2 つの環境変数を定義し、ジョブ・パラメーターとすると、コネクターは、
ユーザー定義 SQL ステートメントまたは PL/SQL ブロック内でプレースホルダー
を検出するたびに、そのプレースホルダーの現行ノード番号を置き換えます。コネ
クターは、最初のノードに 0 を割り当て、2 番目の処理ノードに 1 を割り当てま
す。以下同様です。
ノード番号の置換をセットアップすると、各ノードで異なるステートメントを実行
するようにコネクターを構成できます。ただし、置換は、以下のプロパティーに指
定する SQL ステートメントのみに適用されます。
v SELECT ステートメント
v INSERT ステートメント
v UPDATE ステートメント
v DELETE ステートメント
v PL/SQL ブロック
v BEFORE SQL (ノード) ステートメント
v AFTER SQL (ノード) ステートメント

手順
1. CC_ORA_NODE_USE_PLACEHOLDER 環境変数を TRUE に設定します。
2. CC_ORA_NODE_PLACEHOLDER_NAME 環境変数をユーザー定義 SQL ステー
トメントまたは PL/SQL ブロックで使用するノード・プレースホルダー名に設
定します。
3. CC_ORA_NODE_PLACEHOLDER_NAME および
CC_ORA_NODE_USE_PLACEHOLDER 環境変数をジョブのパラメーターとして
組み込みます。

例
この例では、2 つのノードが 2 つの異なる表にデータを挿入します。以下は、この
例の前提です。
v コネクターがデータをデータベース表に書き込むように構成されている。
v 「書き込みモード」プロパティーが「PL/SQL」に設定されている。
v コネクターが 2 つのノードで実行するように構成されている。
v 「パーティション・タイプ」プロパティーが「全体」に設定されている。これに
より、すべての入力レコードは、すべてのノードに送られ、パーティション化は
実行されません。
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v CC_ORA_NODE_USE_PLACEHOLDER 環境変数が TRUE に、
CC_ORA_NODE_PLACEHOLDER_NAME 環境変数が DSNODENUM に設定され
ている。これにより、コネクターは、DSNODENUM の各出現の現行ノード番号
を置き換えます。
PL/SQL プロパティーには、以下の値が含まれています。
BEGIN
IF DSNODENUM = 0 THEN
INSERT INTO TABLE1 VALUES (:COL1, :COL2);
ELSE
IF DSNODENUM = 1 THEN
INSERT INTO TABLE2 VALUES (:COL1, :COL2);
END IF;
END;

最初のノード、つまりノード 0 では、以下の PL/SQL ブロックが実行されます。
BEGIN
IF 0 = 0 THEN
INSERT INTO TABLE1 VALUES (:COL1, :COL2);
ELSE
IF 0 = 1 THEN
INSERT INTO TABLE2 VALUES (:COL1, :COL2);
END IF;
END;

この PL/SQL ブロックは、次のステートメントと同じ結果を生じます。
INSERT INTO TABLE1 VALUES (:COL1, :COL2);

処理ノード、つまりノード 1 では、以下の PL/SQL ブロックが実行されます。
BEGIN
IF 1 = 0 THEN
INSERT INTO TABLE1 VALUES (:COL1, :COL2);
ELSE
IF 1 = 1 THEN
INSERT INTO TABLE2 VALUES (:COL1, :COL2);
END IF;
END;

この PL/SQL ブロックは、次のステートメントと同じ結果を生じます。
INSERT INTO TABLE2 VALUES (:COL1, :COL2);

データのバルク・ロード用オプション
制約、トリガー、および索引を管理するためのオプションを設定し、日付キャッシ
ュおよび再実行ログの使用法を構成します。

バルク・ロードの表制約およびトリガーの管理
バルク・ロードの実行時、表制約およびトリガーを適用すると、余分の入出力オー
バーヘッドが生じ、ロード処理の成功の妨げになる場合があります。こうした問題
を回避するには、バルク・ロードの前に、Oracle 制約およびトリガーを無効にしま
す。

始める前に
v バルク・ロードを実行するように、Oracle コネクターを構成します。
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v データベース内に既に存在する例外表を使用するには、その表の名前を取得しま
す。

このタスクについて
データのロード前に制約を無効にするようにコネクターを構成すると、コネクター
は、その制約を無効にし、このアクションについてのメッセージをログに記録しま
す。一部の制約を無効にするのに失敗した場合、コネクターはエラー・メッセージ
をログに記録し、ジョブは停止します。
データのロード後に制約を有効にするようにコネクターを構成すると、コネクター
は、制約を有効にし、このアクションについてのメッセージをログに記録します。
コネクターは、制約に違反した行の ROWID 値を指定した例外表に保存します。
例外表を指定しない場合、以下のようになります。
v コネクターは制約を有効にしようとします。制約に違反する行が表に含まれる場
合、オペレーションは失敗します。
v 制約に違反した行を自動的に削除するようにコネクターを構成できなくなりま
す。
v

リジェクト・リンクを定義し、そのリジェクト・リンクで「SQL エラー - 制約
違反」条件を選択した場合、ジョブは失敗し、例外表が必要なことを示すメッセ
ージ IIS-CONN-ORA-001058 がジョブ・ログに書き込まれます。

例外表のフォーマットは、utlexcpt.sql スクリプトおよび utlexcpt1.sql スクリ
プトに指定します。これらのスクリプトは、Oracle インストール・ディレクトリー
にあります。例えば、Microsoft Windows でのインストールの場合、スクリプトは、
ディレクトリー %ORACLE_HOME%¥RDBMS¥ADMIN 下にあります。utlexcpt.sql スクリ
プトは、従来の表で使用される物理 ROWID 値を受け入れる例外表のフォーマット
を定義します。utlexcpt1.sql スクリプトは、従来の表と索引編成の表の両方で使
用される汎用 ROWID (UROWID) 値を受け入れる例外表のフォーマットを定義しま
す。
データベースに既に例外表がある場合、その表では、ターゲット表のタイプに対応
する 2 つのスクリプトの 1 つに指定されたフォーマットを使用する必要がありま
す。さもないと、コネクターは、表フォーマットに関する致命的エラーを報告し、
ジョブは停止します。データベースに例外表がまだない場合、コネクターは、正し
いフォーマットで例外表を作成します。
データのロード前にトリガーを無効にするようにコネクターを構成すると、コネク
ターは、トリガーを無効にし、このアクションについてのメッセージをログに記録
します。一部のトリガーを無効にするのに失敗した場合、コネクターはエラー・メ
ッセージをログに記録し、ジョブは停止します。コネクターは、データのロード後
は、同様のプロセスでトリガーを有効にします。

手順
1. 制約およびトリガーを無効にするか、有効にするには、以下のステップを実行し
ます。
a. 「バルク・ロードの前にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
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b. 「制約を無効にする」を「はい」に設定します。
c. 「バルク・ロードの後にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
d. 「制約を有効にする」を「はい」に設定します。
e. 例外表の名前を「例外表名」プロパティーに入力します。 例外表が存在しな
い場合は、コネクターがそれを作成します。例外表が既に存在する場合、コ
ネクターは、その中のデータをすべて削除してから、その表を使用します。
f. 「例外行の処理」を「はい」に設定します。 「例外行の処理」を「はい」に
設定すると、コネクターは、制約チェックに失敗した行をターゲット表から
削除します。コネクターにリジェクト・リンクを定義し、「SQL エラー - 制
約チェック」リジェクト条件を有効にしている場合、コネクターは、削除さ
れた行をリジェクト・リンクに送ります。「例外行の処理」を「いいえ」に
設定した場合、一部の行で制約チェックが失敗すると、ジョブは停止しま
す。
2. トリガーを無効にするか、有効にするには、以下のステップを実行します。
a. 「バルク・ロードの前にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
b. 「トリガーを無効にする」を「はい」に設定します。
c. 「バルク・ロードの後にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
d. 「トリガーを有効にする」を「はい」に設定します。

バルク・ロード用の Oracle 日付キャッシュの構成
DATE または TIMESTAMP 列を含む表にデータのバルク・ロードを行う場合、
Oracle 日付キャッシュを構成すると、ロード・パフォーマンスが向上します。

このタスクについて
日付キャッシュが有効になっている場合、バルク・ロードが完了すると、コネクタ
ーは、日付キャッシュの使用統計をログに記録します。こうした統計により、将来
同様の入力データ・セットをロードする際に、日付キャッシュをサイズ変更する
と、パフォーマンスが向上するかどうかを判断できます。コネクターは、以下の統
計をログに記録します。
v キャッシュのサイズ。
v キャッシュに保存されているエレメントの数。
v キャッシュに一致が見つかった場合に発生する合計ヒット数。
v キャッシュに一致が見つからない場合に発生する合計ミス数。ただしキャッシュ
がいっぱいになるまでは、コネクターはミス数をカウントすることはありませ
ん。
v バルク・ロード時にキャッシュが無効になっていたかどうかに関する情報。

手順
1. 「Oracle 日付キャッシュを使用する」を「はい」に設定します。
2. 「キャッシュ・サイズ」プロパティーに、キャッシュに保存するエントリーの最
大数を入力します。 デフォルトは、1,000 です。
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3. 「キャッシュがフルになると使用不可にする」を「はい」に設定します。 キャ
ッシュのエントリー数が「キャッシュ・サイズ」プロパティーに指定された数に
達すると、キャッシュの次回のルックアップでミスが発生した場合、キャッシュ
は使用不可になります。

索引の管理
バルク・ロード時の表索引の制御方法およびバルク・ロード完了後の索引の再作成
方法を指定します。

このタスクについて
バルク・ロード時に索引を維持するように、またはバルク・ロード後に索引を再作
成するようにコネクターを構成できます。索引を再作成するようにコネクターを構
成すると、「索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗」プロパティーを「は
い」に設定したが、索引の一部を再作成できない場合、コネクターはエラー・メッ
セージをログに記録し、ジョブは停止します。それ以外は、コネクターは警告をロ
グに記録し、ジョブは続行します。
索引を再作成する場合、並列処理の設定および Oracle 再実行ログと Oracle 無効化
再実行ログの生成の設定を指定できます。こうした概念について詳しくは、Oracle
関係の資料を参照してください。
索引を管理するには、以下のようにします。

手順
1. バルク・ロード時の表索引の処理方法を制御するには、「索引メンテナンス・オ
プション」プロパティーを以下のいずれかに設定します。
オプション

説明

使用できないものをスキップしない

行を表にロード中、コネクターは索引を維持
しようとします。表の索引が使用不能状態に
ある場合、バルク・ロードは失敗します。

使用できないものをスキップ

コネクターは、使用不能状態にある索引をス
キップし、使用可能状態の索引を維持しま
す。
注: グローバル索引が定義されているパーテ
ィション化された表にバルク・ロードを実行
すると、バルク・ロードは失敗します。

すべてスキップ

コネクターは、索引をすべてスキップしま
す。ロード前使用可能であった索引は、ロー
ド後すべて使用不能とマークされます。

2. バルク・ロード後に索引を再作成するには、以下のステップを実行します。
a. 「バルク・ロードの後にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
b. 「索引の再作成」を「はい」に設定します。
c. オプション: 索引の再作成時、ALTER INDEX ステートメントに PARALLEL
節を含めるには、「PARALLEL 節」プロパティーに以下のいずれかを選択
します。
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v PARALLEL 節を含めず、索引に既存の設定を使用する場合は、「含めな
い」を選択します。
v 並列処理を無効にする場合は、「NOPARALLEL」を選択します。この場
合、索引セグメントへのアクセスはシリアライズされます。
v 索引の再作成および索引セグメントに対して実行される後続のすべての照
会および DML ステートメントに対して並列処理を有効にする場合は、
「PARALLEL」を選択します。オプションとして、「並列処理の度合い」
プロパティーには、PARALLEL 節で使用する並列処理の度合いを表わす数
値を入力します。このプロパティーをブランクにしておくと、Oracle クラ
イアントが最適の並列処理の度合いを自動的に計算します。
d. オプション: 索引の再作成時、ALTER INDEX ステートメントに LOGGING
節を含めるには、「LOGGING 節」プロパティーに以下のいずれかを選択し
ます。
v LOGGING 節を含めず、索引に既存の設定を使用する場合は、「含めな
い」を選択します。
v 再実行ログへのロギングを使用不可にする場合は、「NOLOGGING」を選
択します。
v 再実行ログへのロギングを使用可能にする場合は、「LOGGING」を選択
します。
e. オプション: INDEX REBUILD ステートメントが失敗した場合に索引の再作
成を停止するには、 「索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗」を「は
い」に設定します。 索引の再作成が失敗した場合、コネクターは致命的メッ
セージをログに記録します。

バルク・レコード・ロードの制御
コネクターがターゲット表にバッファー・レコードをバルク・ロードする条件を制
御するには、配列サイズおよびバッファー・サイズを設定します。複数の処理ノー
ド上でパラレルに実行されるようにコネクター・ステージを構成すると、処理ノー
ドのそれぞれが個別に Oracle セッションを確立し、他の処理ノードと同時にデータ
をターゲット表にロードします。

このタスクについて
コネクターは、常にチャンク形式でデータをロードしようとします。この場合、各
チャンクには、「配列サイズ」プロパティーで指定された数の行が含まれます。
「バッファー・サイズ」プロパティーは、レコードの各チャンクを保持するバッフ
ァーの最大サイズを制御します。デフォルトでは、バッファー・サイズは 1,024 KB
です。
入力リンクに定義される列のタイプおよび長さに基づいて、コネクターは、指定さ
れた配列サイズが指定されたバッファー・サイズに常に適合するかどうかを計算し
ます。バッファーが配列サイズに指定された数のレコードを収めるのに小さすぎる
場合、コネクターは、自動的に配列サイズをバッファーに適合するレコードの最大
数にリセットします。
アップストリーム・ステージがレコードをウェーブの形式で Oracle コネクターに提
供すると、各ウェーブには、ウェーブの終わりマーカーが含まれます。このマーカ
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ーは、ウェーブの終わりを示す特殊なレコードです。この場合、配列サイズは、レ
コードの個別のウェーブに適用されます。指定された配列サイズ値までバッファー
を満たすのにレコードが不足している場合、コネクターは不完全なレコード・バッ
ファーをバッチとしてロードしてから、次のレコードのウェーブを処理します。各
レコードがウェーブ内に到着せず、代わりに全レコードが単一のウェーブ内に到着
する場合、配列サイズはその単一ウェーブに適用されます。
コネクター・ステージがデータを単一処理ノードの表、パーティション、またはサ
ブパーティション・セグメントにロードするよう構成されている場合は、「並行ロ
ード・セッションを許可する」プロパティーを「いいえ」に設定して、コネクタ
ー・ステージがデータをロードしている間、外部アプリケーションや他の DataStage
ジョブなどの他のアプリケーションが同一セグメントにデータをロードできないよ
うにできます。
複数の処理ノード上でパラレルに実行されるようにコネクター・ステージを構成す
ると、処理ノードのそれぞれが個別に Oracle セッションを確立し、同時にデータを
ターゲット表にロードします。このシナリオで、「並行ロード・セッションを許可
する」プロパティーを「いいえ」に設定した場合、複数の処理ノードが同時にデー
タをデータベース内の同一セグメントにロードすることはできなくなります。この
状態は Oracle エラー ORA-00054 につながる可能性があります (処理ノードが、あ
るセグメントにデータをロードしているとき、別の処理ノードが同じセグメントに
データをロードしようとする)。このような状態を避けるには、「並行ロード・セッ
ションを許可する」プロパティーを「はい」に設定します。
コネクター・ステージが複数の処理ノードからパーティション化された Oracle 表に
データをロードするよう構成されていて、さらに「パーティション」タブで「パー
ティション・タイプ」オプションを設定することで、そのステージが入力データを
パーティション化するよう構成されることがあります。このシナリオの場合 (およ
びサポートされる表パーティション・タイプの場合)、各処理ノードは、割り当てら
れたパーティション・セグメントまたはサブパーティション・セグメントのセット
にデータをロードするので、セグメントへのアクセスに関して処理ノード間で競合
は生じません。このシナリオでは、「並行ロード・セッションを許可する」プロパ
ティーを「いいえ」に設定しても、コネクター・ステージが複数の処理ノードから
パラレルでデータをロードできなくなることはありません。しかし、他のアプリケ
ーションは、このコネクター・ステージがアクセスしているセグメントに同時にデ
ータをロードすることはできません。

手順
1. 「配列サイズ」を 1 から 999,999,999 の値に設定します。 デフォルトは 2,000
です。
2. 「バッファー・サイズ」を 4 から 100,240 の値に設定します。この値は、KB
単位のバッファー・サイズを表します。 デフォルトは、1,024 KB です。
3. 「並行ロード・セッションを許可する」プロパティーを要件に応じて設定しま
す。
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手動モードの構成
「書き込みモード」プロパティーを「バルク・ロード」に設定すると、「手動モー
ド」プロパティーが使用可能になります。「手動モード」プロパティーは「バル
ク・ロード・オプション」プロパティーの下にあり、「はい」と「いいえ」の値を
受け入れます。

このタスクについて
「手動モード」プロパティーを「はい」に設定すると、ステージはデータを直接
Oracle データベース表にロードせず、代わりに制御ファイルとデータ・ファイルを
作成します。その後は、これらのファイルと Oracle SQL*Loader ユーティリティー
を使用して、データをデータベースにロードできます。プロパティーを「いいえ」
に設定すると、コネクターは Oracle ダイレクト・パス・ロードを使用して、データ
を直接データベース表にロードします。このプロパティーのデフォルト値は、「い
いえ」です。

手順
1. 「手動モード」を「はい」に設定します。
2. 「データ・ファイルと制御ファイルのディレクトリー」プロパティーに、コネク
ターが手動ロード用に生成する制御ファイルとデータ・ファイルを保存するディ
レクトリーを指定します。 コネクターは、指定されたディレクトリーを開けな
い場合、致命的メッセージをログに記録し、ジョブは停止します。
3. 「制御ファイル名」プロパティーに、制御ファイルの名前を指定します。 ステ
ージはこのファイルを生成し、それを「データ・ファイルと制御ファイルのディ
レクトリー」プロパティーで指定されたディレクトリーに保管します。制御ファ
イル名の値が指定されない場合、コネクターは servername_tablename.ctl という
フォーマットで名前を自動的に生成します。ここで、servername は「サーバー」
プロパティーで指定された値で、tablename は「表名」プロパティーで指定され
た値です。コネクターは、指定されたファイル名で制御ファイルを保存できない
場合、致命的メッセージをログに記録し、ジョブは停止します。
4. 「データ・ファイル名」プロパティーに、データ・ファイルの名前を指定しま
す。 ステージはこのファイルを生成し、それを「データ・ファイルと制御ファ
イルのディレクトリー」プロパティーで指定されたディレクトリーに保管しま
す。データ・ファイル名の値が指定されない場合、コネクターは
servername_tablename.dat というフォーマットで名前を自動的に生成します。コネ
クターは、指定されたファイル名でデータ・ファイルを保存できない場合、致命
的メッセージをログに記録し、ジョブは停止します。
5. 「ロード・オプション」プロパティーに、生成される制御ファイルにコネクター
が組み込む必要があるバルク・ロード・オプションを指定します。 この値に
は、生成された制御ファイルとデータ・ファイルを処理するために Oracle
SQL*Loader ユーティリティーを呼び出す際、このユーティリティーに渡すパラ
メーターが含まれます。デフォルト・フォーマットは、OPTIONS
(DIRECT=FALSE,PARALLEL=TRUE) です。
DIRECT=FALSE パラメーターは、Oracle SQL*Loader に対し、ダイレクト・パ
ス・ロードでなく従来型パス・ロードを使用するよう指示します。
PARALLEL=TRUE パラメーターは、複数並行セッションからパラレルでデータ
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をロードできることを指示します。これらのオプションおよび使用可能なその他
のオプションについては、Oracle の製品資料を参照してください。
注: このプロパティーに指定する値には、必ず「OPTIONS」という単語と括弧を
含めてください。コネクターは、生成された制御ファイルに、このプロパティー
値を入力された書式のままで保存し、構文は検査しません。

大/小文字の区別
Oracle スキーマ・オブジェクト名で大/小文字の区別を保つには、それぞれの名前を
手動により二重引用符で囲むか、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「は
い」に設定します。
以下のいずれかのプロパティーが設定されていると、Oracle コネクターは SQL ス
テートメントを自動的に生成して、実行します。
v 「実行時に SQL を生成」が「はい」に設定されている。
v 「表のアクション」が「作成」、「置換」、または「切り捨て」に設定されてい
る。
以上の場合、生成された SQL ステートメントには、オペレーションが実行される
列と表の名前が含まれます。データベース表の列名は、ステージのリンクで指定さ
れた列名と一致します。表名は、「表名」プロパティーに指定された表名に一致し
ます。
デフォルトでは、Oracle データベースですべてのオブジェクト名が大文字に変換さ
れてから、データベース内の Oracle スキーマ・オブジェクト名とマッチングされま
す。Oracle スキーマ・オブジェクト名ですべて大文字が使用されている場合、コネ
クター・プロパティーでこれらの名前を大文字で指定しても、小文字で指定して
も、大文字/小文字の混合で指定しても、スキーマのマッチングには影響がありませ
ん。名前はマッチングされます。ただし、Oracle スキーマ・オブジェクト名ですべ
て小文字または大文字/小文字の混合が使用される場合、Oracle スキーマに表示され
る名前を正確に指定する必要があります。この場合、それぞれの名前を手動により
二重引用符で囲むか、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定す
る必要があります。
例えば、「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「いいえ」に設定されている場
合に、1 つの列を含む表を作成し、その列を参照する SELECT ステートメントを作
成するとします。ステートメント CREATE TABLE Table2b (Col1 VARCHAR2(100)) で
は、1 つの列 COL1 を含む表 TABLE2B が作成されます。ステートメント SELECT
Col1 FROM tABLE2B は正常に実行されます。それは、Oracle データベースでは、ス
テートメント内の Col1 および tABLE2B という名前が大文字の COL1 および
TABLE2B に自動的に変更され、変換後の名前がデータベース内の実際のスキー
マ・オブジェクト名および列名とマッチングされるからです。
ここでステートメント CREATE TABLE "Table2b" ("Col1" VARCHAR2(100)) を使用し
て、1 つの列 Col1 を含む表 Table2b を作成するものとします。表名と列名を引用
符で囲んでいるため、大/小文字の区別が保たれます。今度は、ステートメント
SELECT Col1 FROM tABLE2B は失敗します。Oracle データベースでは、Col1 および
Table2b という名前が大文字の COL1 および TABLE2B に自動的に変更され、デー
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タベース内の実際の名前 Col1 および Table2b に一致しなくなるためです。ただ
し、ステートメント SELECT "Col1" FROM "Table2b" は正常に実行されます。
ここで、表および列の作成での「識別子を引用符で囲む」プロパティーの効果を示
す例を考えてみます。「表名」プロパティーが john.test に設定され、入力リンクに
すべて同じ VarChar(10) データ・タイプの列 Col1、Col2、および Col3 が含まれ、
「表のアクション」プロパティーが「作成」に設定されているとします。「識別子
を引用符で囲む」プロパティーが「いいえ」に設定されている場合、コネクターは
実行時に次の SQL ステートメントを生成して、実行し、列 COL1、COL2、および
COL3 を持つ表 JOHN.TEST を生成します。
CREATE TABLE john.test(Col1 VARCHAR2(10),Col2 VARCHAR2(10),Col3 VARCHAR2(10));

ただし「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「いいえ」に設定されている場
合、コネクターは実行時に次の SQL ステートメントを生成して、実行し、列
Col1、Col2、および Col3 を持つ表 JOHN.TEST を生成します。
CREATE TABLE "john"."test"("Col1" VARCHAR2(10),"Col2" VARCHAR2(10),
"Col3" VARCHAR2(10));

空白文字、NULL 値、および空ストリング値
コネクターでデータを読み書きした場合の結果を理解するには、コネクターと
Oracle データベースでこれらの文字および値がどのように扱われるかを検討しま
す。
データベースでデータの読み書きを行う場合、Oracle コネクターが常に
SPACE、TAB、CR (復帰)、LF (改行) などの空白文字を保持します。さらに、コネ
クターはテキスト値を現状のまま扱い、先行または末尾の空白文字をトリムしませ
ん。
Oracle データベースは、テキスト列内で空ストリング値をサポートしません。代わ
りに Oracle データベースでは、これらの値は NULL 値として扱われます。
値を固定サイズのテキスト列に書き込む前に、Oracle データベースではすべての空
でない値にスペース文字を埋め込みます。
例えば、以下のステートメントを使用して TABLE1 という名前のターゲット表を作
成し、この表にデータを挿入またはバルク・ロードするようにコネクターを構成す
るとします。
CREATE TABLE TABLE1 (COL1 VARCHAR2(10), NULL, COL2 CHAR(3) NULL);

以下の表は、TABLE1 に保管される、列 COL1 および COL2 の入力データと、対
応する値を示しています。この表では、ダッシュ(-) がスペース文字を表わします。
表 3. データベースに保管される入力列の値と対応する表の値の例
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列の値

表の値

"VAL1-1-", "V1-"

"VAL1-1-", "V1-"

"V2--", "2-"

"V2--", "2--"

"-", "-"

"-", "---"

"3", NULL

"3", NULL
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表 3. データベースに保管される入力列の値と対応する表の値の例 (続き)
列の値

表の値

NULL, "4"

NULL, "4--"

"", ""

NULL, NULL

NULL, NULL

NULL, NULL

Distributed Transaction ステージ・ジョブでの Oracle コネクターの使用
Oracle コネクターと Oracle データベースの間の接続を定義する場合、書き込み先
の Oracle リソース・マネージャーを指定します。
Distributed Transaction ステージ (DTS) ジョブで Oracle コネクターを使用するに
は、以下の作業を実行します。
1. IBM WebSphere MQ キュー・マネージャーをトランザクション・マネージャー
として構成します。
2. Oracle データベースをリソース・マネージャーとして構成します。
3. Oracle コネクターと Oracle データベースとの間の接続を定義します。
WebSphere MQ キュー・マネージャーにリソース・マネージャー構成情報を定義す
るときには、一般的に各 XAOpenString エントリーに DB フィールドと SqlNet フ
ィールドを定義します。DB フィールドが必要になるのは、ジョブが複数の Oracle
リソース・マネージャーに書き込みを行う場合のみです。その場合、このフィール
ドは、複数の Oracle リソース・マネージャーの間を区別するのに使用されます。
SqlNet パラメーターの値を記録します。MQ キュー・マネージャーとともに複数の
Oracle リソース・マネージャーを定義する場合、DB パラメーターの値を記録しま
す。DTS を実行するように Oracle コネクターを構成する場合、これらの値を指定
する必要があります。
Oracle コネクターと Oracle データベースとの間の接続を定義する場合、以下のフ
ィールドを完成させる必要があります。
XA データベース名
XAOpenString エントリーの DB フィールドの値を入力します。このフィー
ルドが必要になるのは、DTS ステージで参照される MQ キュー・マネージ
ャーに複数の Oracle リソース・マネージャーを登録する場合のみです。
サーバー
XAOpenString エントリーの SqlNet フィールドの値を入力します。

エラー診断およびリカバリー
Oracle 環境メッセージをログに記録し、透過アプリケーション・フェイルオーバー
(TAF) のサポートを有効にし、ジョブ失敗を制御するプロパティーを設定し、ロ
グ・ファイルに報告されたエラー状態を修正するための訂正処置を実行し、リジェ
クト・リンクを構成します。
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透過アプリケーション・フェイルオーバー用の Oracle コネクター
の構成
フェイルオーバーの開始条件とその進行状況を説明するメッセージを受け取るよう
に Oracle コネクターを構成します。
データベース接続に透過アプリケーション・フェイルオーバー (TAF) が有効になっ
ていると、データベースに接続されているアプリケーションは、オリジナル接続に
失敗した場合に、代替データベース・インスタンスに透過的に再接続されます。再
接続は透過的に行われるので、再接続の実行中は、コネクターの予期しない実行停
止やハングが起こっているように見えます。この理由で、TAF に関する通知を受け
取るようにコネクターを構成したい場合があります。接続の Oracle クライアント・
サイドが TAF の完了を待機する時間も指定することができます。TAF 通知用にコ
ネクターを構成するには、以下のように各プロパティーを設定します。
v 「アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」プロパティーを「はい」に
設定します。
v 「再試行回数」をアプリケーション・フェイルオーバーを試みる回数に設定しま
す。
v 「再試行間隔」を以後のフェイルオーバーを試みるまでの待機秒数に設定しま
す。
RETRIES および DELAY 値を tnsnames.ora ファイルの FAILOVER_MODE 構成
の一部として指定した場合、コネクターはこれらの値を無視して、「再試行回数」
プロパティーおよび「再試行間隔」プロパティーに指定された値を使用します。
TAF: SESSION と SELECT という 2 つのタイプがあります。コネクターがフェイ
ルオーバー発生時に中断された SELECT ステートメントでのデータのフェッチを続
行するには、SELECT フェイルオーバー・タイプを有効にします。
以下は、TAF の開始時にコネクターが実行するステップです。
1. TAF の開始を示す警告メッセージをログに記録します。このメッセージには、
実行されているタイプ TAF、SESSION、または SELECT が含まれます。
2. Oracle クライアントがアプリケーション・フェイルオーバーを試みるたびに、フ
ェイルオーバーが試みられたことを示す警告メッセージをログに記録します。
3. TAF が成功すると、TAF が正常に完了したことを示す警告メッセージをログに
記録します。
4. 「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーが「はい」に設定されている
と、「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステート
メントを返します。「BEFORE SQL (ノード) ステートメントの再実行」プロパ
ティーが「はい」に設定されていると、「BEFORE SQL (ノード) ステートメン
ト」プロパティーに指定されているステートメントを各ノード上で 1 回再実行
します。
5. TAF の試みがすべて失敗した場合、または TAF を完了できないことを Oracle
クライアントが示した場合、データベースへの有効な接続がないため、警告メッ
セージをログに記録して、オペレーションを停止します。
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例: 透過アプリケーション・フェイルオーバー
この例は、「アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」プロパティーが
「いいえ」に設定されている場合と、「はい」に設定されている場合の、コネクタ
ーの実行方法を示します。

複数のデータベース接続が構成され、「アプリケーション・フェイルオーバ
ーを管理する」が「いいえ」に設定
以下はこの例の構成です。
v コネクターは、表から 1,000,000 行を読み取る SELECT ステートメントを実行す
るように構成されています。
v 「アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」プロパティーが「いいえ」
に設定されています。
v コネクターは、Oracle RAC システムに接続するように構成されています。
v コネクターは、データベース・インスタンス orcl1 に接続するために使用する接
続記述子として ORCL_1 を指定します。
v tnsnames.ora 構成ファイルには、以下の接続記述子が含まれています。
ORCL_1 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = tcp)(HOST = orcl1-server)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl)(INSTANCE_NAME = orcl1)
(FAILOVER_MODE = (BACKUP = ORCL_2)(TYPE = select)(METHOD = preconnect))))
ORCL_2 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orcl2-server)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl)(INSTANCE_NAME = orcl2)
(FAILOVER_MODE = (BACKUP = ORCL_1)(TYPE = select)(METHOD = preconnect))))

ORCL_1 接続記述子を通じて確立される接続には、以下の特性があります。
v Oracle クライアントは、ホスト orcl1-server およびポート 1521 上のリスナーに
接続され、サービス orcl およびインスタンス orcl1 にアタッチされます。
v FAILOVER_MODE は、アプリケーションが接続されている間に orcl1 インスタ
ンスが使用不可になると、SELECT タイプ TAF が実行されることを指定しま
す。
v BACKUP オプションは、フェイルオーバーが発生した場合に Oracle クライアン
トが使用するバックアップ接続記述子を指定します。
v METHOD オプションは、Oracle クライアントがバックアップ・インスタンスに
接続する条件を指定します。値 PRECONNECT は、基本接続が確立されるのと同
時にバックアップ接続が確立されることを指定します。この結果、基本接続に障
害が発生すると、バックアップ接続へのフェイルオーバーが発生します。
METHOD オプションの代替値は BASIC です。BASIC を指定した場合、バック
アップ・インスタンスへの接続は、実際にフェイルオーバーが発生した時点で行
われます。
コネクターが表からデータをフェッチしている間に、インスタンス orcl1 への接続
に失敗した場合、インスタンス orcl2 へのフェイルオーバーが実行されるまで、コ
ネクターはデータの処理を停止します。「透過アプリケーション・フェイルオーバ
ーを管理する」が「いいえ」に設定されているため、コネクターは、フェイルオー
バーが開始または完了したときに、通知を受け取りません。基本接続が確立される
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のと同時にバックアップ・インスタンスへの接続が確立されるので、フェイルオー
バーは迅速に実行され、そのため場合によっては遅延に気づかれないほどです。フ
ェイルオーバーの完了後は、コネクターは引き続きデータをフェッチします。フェ
イルオーバー TYPE が SELECT に設定されているためです。フェイルオーバー
TYPE が SESSION に設定されていた場合、コネクターが次に発行するフェッチ要
求は失敗します。その結果、コネクターは致命的メッセージをログに記録し、ジョ
ブは停止します。
コネクターがデータを書き込むように構成されていて、インスタンスへの接続に失
敗した時点で INSERT ステートメントを実行していた場合、フェイルオーバーが完
了し、コネクターが新規データの挿入を試みるか、インスタンスの失敗直前に挿入
されたデータのコミットを試みた後で、そのステートメントは失敗となります。コ
ネクターはエラー・メッセージをログに記録し、ジョブは停止します。

単一データベース接続が構成され、「アプリケーション・フェイルオーバー
を管理する」が「はい」に設定されている
この例では、データベース・インスタンスは 1 つしかなく、フェイルオーバーは、
Oracle アドミニストレーターがインスタンスを再開始した後でしか発生しません。
以下はこの例の構成です。
v コネクターは、表から 1,000,000 行を読み取る SELECT ステートメントを実行す
るように構成されています。
v 「アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」プロパティーが「はい」に
設定されています。
v コネクターは、単一データベース・インスタンスに接続するように構成されてい
ます。
v コネクターは、データベース・インスタンス orcl に接続するために使用する接続
記述子として ORCL を指定します。
v tnsnames.ora 構成ファイルには、以下の接続記述子が含まれています。
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orcl-server)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl)
(FAILOVER_MODE = (TYPE=select)(METHOD=basic)(RETRIES=20)(DELAY=5)
)
)
)

ORCL 接続記述子を通じて確立される接続には、以下の特性があります。
v Oracle クライアントは、ホスト orcl-server およびポート 1521 上のリスナーに接
続され、単一インスタンスを実装するサービス orcl にアタッチされます。
v FAILOVER_MODE は、アプリケーションが接続されている間にこのインスタン
スが使用不可になると、SELECT タイプ TAF が実行されることを指定します。
v BASIC に設定された METHOD オプションは、フェイルオーバーが発生する
と、インスタンスへの再接続が試みられることを指定します。
コネクターが表からデータをフェッチしている間に、インスタンスへの接続に失敗
した場合、「透過アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」が「はい」に
設定されているので、コネクターはフェイルオーバーが実行されることの通知を受
け取ります。Oracle クライアントが接続の再確立を試みるたびに、Oracle クライア
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ントはコネクターに通知し、コネクターはメッセージをログに記録します。「再試
行回数」および「再試行間隔」プロパティーがコネクターに対して構成されている
ので、Oracle クライアントは RETRIES および DELAY オプションを無視します。
「アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」が「いいえ」に設定されてい
る場合、Oracle クライアントは最大 20 回 (RETRIES オプションの値) まで、接続
の再確立を試みます。その際、フェイルオーバーを試みる間隔は、5 秒 (DELAY オ
プションの値) おきになります。その間、Oracle クライアントがフェイルオーバー
を試みているために実際には遅延が発生している場合に、コネクターが停止してい
るように見え、障害が発生しているように見えることもあります。

Oracle 環境ロギング
Oracle コネクターは、現行 Oracle 環境設定に関する情報を含むデバッグ・メッセ
ージをログに記録することができます。こうしたメッセージは、問題診断の実行に
役立ちます。
デフォルトでは、デバッグ・メッセージはログ・ファイルに表示されません。ロ
グ・ファイルにデバッグ・メッセージを表示するには、CC_MSG_LEVEL 環境変数
を 2 に設定します。
Oracle コネクターは、以下の環境情報をログに記録します。
Oracle クライアントと Oracle サーバーのバージョン
Oracle コネクターは、A.B.C.D.E という構文で現行バージョンをログに記録
します。A はメジャー・バージョンで、B はマイナー・バージョンで、C
は更新番号で、D はパッチ番号で、E はポート更新番号です。Oracle クラ
イアントのバージョンは、コンダクター・ノードおよびすべての処理ノード
からログに記録されます。Oracle サーバーのバージョンは、コンダクター・
ノードからのみログに記録されます。
NLS セッション・パラメーター
コネクターは、各 NLS セッション・パラメーターの名前と値を含むメッセ
ージをログに記録します。値は、コンダクター・ノードおよびすべての処理
ノードからログに記録されます。
NLS データベース・パラメーター
Oracle コネクターは、各 NLS データベース・パラメーターの名前と値を含
むメッセージをログに記録します。値は、コンダクター・ノードからのみロ
グに記録されます。
NLS_LANG
Oracle コネクターは、Oracle クライアント・ライブラリーによって表示さ
れるように NLS_LANG 環境変数の値を含むメッセージをログに記録しま
す。この値は、Microsoft Windows レジストリーで指定または構成する
NLS_LANG 環境変数の値と一致しない場合があります。必要な場合、値が
正しくないか、ミスしている部分があると、Oracle が現在のクライアント環
境のデフォルト値でその部分を置き換えるか、その部分にデフォルト値を追
加するためです。コネクターは、コンダクター・ノードおよびすべての処理
ノードから NLS_LANG 値をログに記録します。
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ジョブ失敗を制御するプロパティー
一定の SQL ステートメントが正常に完了しなかった場合や、最初の警告メッセー
ジが報告された場合に、ジョブを停止するかどうかを制御できます。
ジョブを処理途中で停止することは、期待した何かが失敗したことのプロンプト通
知を受け取りたい場合に役立ちます。デザインでは、致命的メッセージが報告され
ると、ジョブは停止します。以下のリストには、ジョブ失敗を制御するプロパティ
ーがあります。
v CREATE TABLE ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v DROP TABLE ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v TRUNCATE TABLE ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v BEFORE SQL ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗,
v AFTER SQL ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v BEFORE SQL (ノード) ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v AFTER SQL (ノード) ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v 索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗
デフォルトでは、「DROP TABLE ステートメントの実行でエラーが発生した場合
は失敗」と「索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗」を除くすべてのプロパ
ティーは「はい」に設定されます。エラーが発生した場合、メッセージがログ・フ
ァイルに報告され、ジョブは続行します。プロパティーが「いいえ」に設定されて
いる場合、エラーが発生すると、対応するメッセージがログ・ファイルに報告さ
れ、ジョブは停止します。
プロパティー「警告メッセージを致命的エラーとして処理する」を「はい」に設定
した場合、最初の警告メッセージが出されると、ジョブは停止し、コネクターがロ
グ内にエラーを報告します。デフォルトでは、このプロパティーは「いいえ」に設
定されます。この場合、最初の警告メッセージが出されると、そのメッセージはロ
グに送られ、ジョブは続行します。

メッセージ
エラーまたは問題を特定し、適切なリカバリー・アクションで問題を解決してくだ
さい。
メッセージの重大度レベルは致命的、エラー、警告、情報、デバッグ、およびトレ
ースです。ログ・ファイルに報告されるメッセージは、CC_MSG_LEVEL 環境変数
によって制御されます。デフォルトでは、情報以上のレベルのメッセージが報告さ
れます。
ログに報告されるメッセージのレベルを変更するには、CC_MSG_LEVEL 環境変数
を編集して、以下のいずれかの値に設定します。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
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IIS-CONN-ORA-001001
v 6 - 致命的
例えば、問題診断を実行する場合は、CC_MSG_LEVEL を 2 に設定して、デバッ
グ・メッセージ以上のレベルのメッセージを表示できるようにします。
ジョブを停止する条件を制御するプロパティーを設定できます。例えば、「警告メ
ッセージを致命的エラーとして処理する」プロパティーを「はい」に設定した場
合、コネクターが最初の警告メッセージを報告すると、ジョブは停止します。以下
のトピックでは、メッセージを重大度別にリストしてあります。各メッセージは、
エラー条件を訂正するための訂正処置を示しながら説明します。

致命的メッセージ
エラーの原因の説明および実行する推奨訂正処置など、致命的メッセージの本文を
お読みください。
致命的メッセージが発生すると、ジョブは停止します。
IIS-CONN-ORA-001001 変数 {0} には、現行コンテキ
ストで無効な値 {1} があります。
説明: 致命的エラーです。これは、コネクターがより特
定的なメッセージを選択できないときに報告する一般エ
ラー・メッセージです。
ユーザーの処置: 示された変数および値を使用して、問
題の原因を判別してみてください。例えば、値は、コネ
クターに構成されたプロパティー名および値に関連して
いる場合があります。
IIS-CONN-ORA-001002 OCI 関数 {0} で状況 {1} が
返されました。
OCI_INVALID_HANDLE。
説明: 致命的です。これは、コネクターと Oracle クラ
イアントとの間の通信で発生する内部エラーです。問題
は、外部問題に関連している可能性があります。
ユーザーの処置: この致命的エラーの結果として発生し
た状況を説明している可能性のある追加の情報、警告、
および致命的メッセージがないかログを調べてくださ
い。
IIS-CONN-ORA-001003 OCI 関数 {0} で状況 {1}、エ
ラー・コード {2}、エラー・メッセージ
{3} が返されました。
説明: 致命的です。これは、コネクターが指定された関
数を呼び出した後で、Oracle クライアントがエラーを返
したことを示す一般メッセージです。
ユーザーの処置: 報告されたエラー状況、エラー・コー
ド、およびエラー・メッセージを調べてください。その
情報に基づいてエラーの原因を推測してください。

IIS-CONN-ORA-001004 コネクターは、Oracle サーバ
ー {0} との接続を確立できませんでし
た。方式: {1}、エラー・コード: {2}、エ
ラー・メッセージ: {3}。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 「サーバー」、「ユーザー名」、およ
び「パスワード」の各プロパティーが正しく指定されて
いること、および Oracle サービスとリスナーが実行中
であることを確認してください。OS 認証を使用してい
る場合は、Oracle データベースで OS 認証が正しく構
成されていることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001010 サポートされないデータ・タ
イプ: {0}。
説明: 致命的です。これは、コネクターが現行コンテキ
ストでサポートされていない Oracle データ・タイプを
検出したことを示す内部エラーです。エラーは、外部問
題に関連している可能性があります。
IIS-CONN-ORA-001011 サポートされないタイプ・コ
ード: {0}。
説明: 致命的です。これは、コネクターが現行コンテキ
ストでサポートされていない Oracle データ・タイプを
検出したことを示す内部エラーです。エラーは、外部問
題に関連している可能性があります。
IIS-CONN-ORA-001012 {0} バイトのメモリーの割り振
りに失敗しました。
説明: 致命的です。システムで使用可能メモリーの不足
が発生したため、コネクターは、実行中のオペレーショ
ンに空きメモリーを割り振ることができませんでした。
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IIS-CONN-ORA-001013
ユーザーの処置: 一部のアプリケーションを閉じて、空
きメモリーを作ってください。
IIS-CONN-ORA-001013 コネクターが Oracle 関数 {0}
の呼び出しによって XA 環境を初期化で
きませんでした。
説明: 致命的です。実行時に Distributed Transaction 環
境の初期化中に、問題がありました。
ユーザーの処置: システムが Distributed Transaction ス
テージ (DTS) およびトランザクション・マネージャー
で使用できるように正しく構成されていることを確認し
てください。
IIS-CONN-ORA-001014 入力行 {2} でステートメント
が状況 {0}: {1} で失敗しました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 報告された状況とエラー・メッセー
ジ、および入力データを調べて、エラーの原因を判別し
てください。
IIS-CONN-ORA-001015 列 {1} のデータ・タイプ情報
を取得できなかったため、コネクターは表
{0} を作成できませんでした。
説明: 致命的です。これは、外部問題に関連している可
能性がある内部エラーです。
IIS-CONN-ORA-001016 配列サイズは、コネクターが
LOB 値を処理できるように 1 に設定す
る必要があります。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 「配列サイズ」プロパティーを 1 に
設定してください。
IIS-CONN-ORA-001017 コネクターは、表 {1} 内の
LOB 列 {0} の ROWID 値を判別できま
せんでした。
説明: 致命的です。コネクターは、参照 (Locator) によ
って渡される LOB 値を含む行の行 ID を取得できませ
んでした。
ユーザーの処置: エラー・メッセージで取り上げられて
いる列と表が使用可能で、現行ユーザーがアクセスでき
ることを確認してください。

IIS-CONN-ORA-001018 コネクターが LOB 列 {0} の
表名を取得できませんでした。LOB 参照
は、作成されませんでした。
説明: 致命的です。コネクターは、参照 (Locator) によ
って渡される LOB 値を含む行の行 ID を取得できませ
んでした。
ユーザーの処置: LOB 列を含む表が使用可能で、現行
ユーザーがアクセスできることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001019 コネクターが tnsnames.ora フ
ァイルを見つけられませんでした。
ORACLE_HOME または TNS_ADMIN
環境変数が設定されていることを検証して
ください。あるいは Oracle 簡易接続ネー
ミング・メソッドを使用するか、完全な接
続記述子を指定してください。
説明: 致命的です。
IIS-CONN-ORA-001020 コネクターが Oracle ネット
ワーク構成ファイル {0} を開けませんで
した。
説明: 致命的です。コネクターは、tnsnames.ora 構成
ファイルを開けませんでした。ファイルは正しい位置に
あると考えられますが、読み取りアクセスが付与されて
いない可能性があります。あるいは、システム・レベル
のエラーのために、コネクターがファイルを開けません
できませんでした。
ユーザーの処置: ファイルが存在し、その内容が表示可
能であることを検証してください。この問題に対処する
には、「サーバー」プロパティーに完全な接続記述子ま
たは簡易接続ストリングを指定してください。
IIS-CONN-ORA-001021 コネクターが Oracle ネット
ワーク構成ファイル {0} を読み取れませ
んでした。
説明: 致命的です。コネクターは、tnsnames.ora 構成
ファイルの内容を読み取れませんでした。
ユーザーの処置: ファイルが存在し、空でないことを検
証してください。tnsnames.ora 構成ファイルをオーバ
ーライドするには、「サーバー」プロパティーに完全な
接続記述子または簡易接続ストリングを指定してくださ
い。
IIS-CONN-ORA-001022 次の SQL ステートメントが
失敗しました。 {0}。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: ステートメントの構文が正しいことを
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IIS-CONN-ORA-001023
検証してください。ステートメントが失敗した理由を特
定する情報が含まれている可能性のある追加の警告また
はエラー・メッセージがないか、ログ・ファイルを調べ
てください。
IIS-CONN-ORA-001023 コネクターが入力スキーマに
パラメーター {0} と一致する列を見つけ
られませんでした。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: ステートメント・パラメーターが入力
リンクの列名に一致していることを確認してください。
パラメーターと列の数および名前を調べ、各ペアの間に
不明確なマッピングが存在していないかを確認してくだ
さい。
IIS-CONN-ORA-001024 列 {1} のデータの読み取り中
に、コネクターが Oracle エラー・コード
ORA-{0} を受け取りました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: Oracle エラーについて詳しくは、
Oracle 関係の資料を参照してください。入力列定義をデ
ータベース列定義と比較してください。この Oracle エ
ラーが 2 つの列定義の間の不一致の結果であるかどう
かを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001025 コネクターは、UPDATE ステ
ートメントを自動生成できませんでした。
入力スキーマに非キー列を少なくとも 1
つ指定してください。
説明:

致命的です。

IIS-CONN-ORA-001026 コネクターが {0} ステートメ
ントの WHERE 節を自動生成できません
でした。入力スキーマにキー列を少なくと
も 1 つ指定してください。
説明: 致命的です。コネクターが UPDATE または
DELETE ステートメントを実行時に自動的に生成するに
は、入力リンクにキー列が少なくとも 1 つ必要です。
IIS-CONN-ORA-001027 コネクターは {0} 個の処理ノ
ードで実行するように制約されています
が、表 {1} に指定された Oracle パーテ
ィション・スキーマには、合計 {2} 個の
処理ノードが必要です。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 制約規則を変更してノードの合計数が
コネクターに必要なノード数に一致するようにするか、

制約を削除して、必要とするノードの数をコネクターが
動的に指定できるようにしてください。
IIS-CONN-ORA-001028 コネクターが表 {1} 内で指定
された列 {0} を見つけられませんでし
た。
説明: 致命的です。
ユーザーの処置: 指定された列名および表名が正しく、
列が表に存在していることを確認してください。現行ユ
ーザーが表を所有していること、またはオーナー名が表
名とともに含められていることも確認してください。
IIS-CONN-ORA-001029 表 {1} 内の列 {0} のデータ・
タイプは {2} で、スケールは {3} です。
スケール 0 のデータ・タイプ NUMBER
を指定してください。
説明: 致命的です。コネクターがモジュラス方式または
最小範囲と最大範囲方式でパラレルにデータを読み取る
場合、指定する列は、スケールが 0 に設定されている
か、指定されていない NUMBER 列とする必要がありま
す。
IIS-CONN-ORA-001030 コネクターが名前 {0} を表
{1} 内のパーティションまたはサブパーテ
ィション名とマッチングできませんでし
た。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された値が正しく、指定された名
前が指定された表内のパーティションまたはサブパーテ
ィション名に一致することを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001031 コネクターが指定された表ま
たはビュー {0} を見つけられませんでし
た。
説明: 致命的です。
ユーザーの処置: 指定された表名またはビュー名が既存
の表名またはビュー名と一致することを確認してくださ
い。ただし、スキーマ名が表名またはビュー名とともに
指定されていない場合、コネクターは、表またはビュー
が現在接続されているユーザーによって所有されている
とみなします。
IIS-CONN-ORA-001032 コネクターがパーティショ
ン・キー列 {0} を入力スキーマ内のどの
列ともマッチングできませんでした。
説明: 致命的です。コネクターは、パーティション・キ
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IIS-CONN-ORA-001033
ー境界値との値の比較に使用する入力リンク上の列を判
別できませんでした。
ユーザーの処置: 入力リンクの列の数および名前を検証
してください。列の 1 つがパーティション・キー列と
一致していることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001033 入力スキーマ列 {0} がタイプ
{2} のパーティション・キー列 {1} と整
合性がありません。
説明: 致命的です。選択された列のデータ・タイプがパ
ーティション・キー列のデータ・タイプと整合性があり
ません。
ユーザーの処置: 2 つの列のデータ・タイプに整合性が
あることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001034 コネクターが入力スキーマを
検証できませんでした。入力スキーマに列
を少なくとも 1 つ指定してください。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: ステージのリンクに列を少なくとも 1
つ定義してください。
IIS-CONN-ORA-001035 プロパティー {0} には値が必
要ですが、値が指定されていませんでし
た。
説明:

致命的です。

IIS-CONN-ORA-001036 索引 {0} がプロパティー {1}
の境界外にあります。
説明: 致命的です。これは、外部問題に関連している可
能性がある内部エラーです。メッセージには表索引が取
り上げられておらず、内部コネクター・プロパティー索
引が取り上げられています。
IIS-CONN-ORA-001038 コネクターがデータ参照オペ
レーション用に SELECT ステートメント
に含める表を見つけられませんでした。
説明:

説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値があり、ステートメント内の二重引用符がすべて
正しく対になっていることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001040 パラメーター {0} の構文解析
中に、コネクターが位置 {1} に対になっ
ていない単一引用符を検出しました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値があり、ステートメント内の単一引用符がすべて
正しく対になっていることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001041 パラメーター {0} の構文解析
中に、コネクターが位置 {1} に予期しな
い文字を検出しました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値があることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001042 パラメーター {0} の構文解析
中に、コネクターが位置 {1} に識別子を
必要としていました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値があることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001043 表名 {0} の構文解析中に、コ
ネクターが位置 {1} に対になっていない
二重引用符を検出しました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値があることを確認してください。

致命的です。

ユーザーの処置: コネクター・プロパティーに指定され
た SQL ステートメントを調べ、表名の指定が正しいこ
とを確認してください。「実行時に SQL を生成」プロ
パティーが「はい」に設定されている場合、「表名」プ
ロパティーに表名が指定されていることを確認してくだ
さい。
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IIS-CONN-ORA-001039 パラメーター {0} の構文解析
中に、コネクターが位置 {1} に対になっ
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IIS-CONN-ORA-001044 表名 {0} の構文解析中に、コ
ネクターが位置 {1} に対になっていない
単一引用符を検出しました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値が含まれることを確認してください。

IIS-CONN-ORA-001045
IIS-CONN-ORA-001045 表名 {0} の構文解析中に、コ
ネクターが位置 {1} に予期しない文字を
検出しました。

IIS-CONN-ORA-001051 バルク・ロードの実行時に、
サポートされないデータ・タイプ {0} が
検出されました。

説明:

説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値が含まれることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001046 表名 {0} の構文解析中に、コ
ネクターが位置 {1} に識別子を必要とし
ていました。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 指定された SQL ステートメントに有
効な値が含まれることを確認してください。
IIS-CONN-ORA-001047 コネクターが指定されたファ
イル {0} を見つけられなかったか、現行
ユーザーにファイルの読み取り許可がない
か、ファイルが空です。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: ファイルの位置が正しく指定され、指
定されたそのファイルが存在すること、読み取り許可が
付与されていること、または空でないことを確認してく
ださい。
IIS-CONN-ORA-001049 コネクターが DataStage フォ
ーマットのパラメーター {0} と Oracle
フォーマットのパラメーター {1} を検出
しました。すべてのパラメーターで一貫し
て単一フォーマットを使用する必要があり
ます。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: ステートメント・パラメーターを指定
するときには、一貫して単一構文を使用してください。
DataStage 構文は ORCHESTRATE:parameter_name で
す。Oracle 構文は :name です。name はパラメーター名
またはパラメーター番号です。

致命的です。

ユーザーの処置: ターゲット表の列のタイプをサポート
されるタイプの 1 つに変更するか、別の表からデータ
をロードするか、「書き込みモード」プロパティーの値
を「バルク・ロード」から「INSERT ステートメント」
に変更してください。
IIS-CONN-ORA-001052 データのロード中、コネクタ
ーが Oracle エラー・コード {0} を受け
取りました。
説明: 致命的です。
ユーザーの処置: エラー・コードについて詳しくは、
Oracle 関係の資料を参照してください。入力列の定義が
ターゲット表の列の定義に一致するこことを検証してく
ださい。
IIS-CONN-ORA-001053 索引再作成オペレーションが
失敗し、コネクターは、再作成が失敗した
時点で停止するように構成されています。
説明: 致命的です。
ユーザーの処置: 索引再作成失敗の原因となった問題を
解決するか、索引再作成が失敗した場合の進行方法を構
成するプロパティーを変更してください。
IIS-CONN-ORA-001054 システム呼び出し {0} が次の
OS エラーで失敗しました {1} ({2})。
説明: 致命的です。これは、コネクターがオペレーティ
ング・システム関数を呼び出した後で受け取る一般エラ
ーです。
IIS-CONN-ORA-001055 指定されたステートメント {0}
が正しくないタイプです。必要なステート
メント・タイプは {1} です。
説明: 致命的です。

IIS-CONN-ORA-001050 警告メッセージが出されまし
た。コネクターは、このタイプのメッセー
ジが発生した時点で停止するように構成さ
れています。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 報告された問題を解決して、コネクタ
ーがこれを警告メッセージとして報告しないようにする
か、コネクターのプロパティーを変更して、警告メッセ
ージが出されても続行するようにしてください。

ユーザーの処置: ステートメント・タイプがその指定さ
れたプロパティーに適切であることを確認してくださ
い。
IIS-CONN-ORA-001056 データ・タイプ {2} のデータ
ベース列 {1} のアクセスに使用されるた
め、スキーマ列 {0} に長さを指定する必
要があります。
説明: 致命的です。
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IIS-CONN-ORA-001057
ユーザーの処置: 指定された列に長さ値を入力してくだ
さい。列を通じて転送されるデータの適切な長さを選択
してください。
IIS-CONN-ORA-001057 コネクターは、IBM
InfoSphere DataStage 構文
(ORCHESTRATE.parameter_name) を使
用するパラメーターを検出しました。これ
は、PL/SQL ブロックでは許可されませ
ん。パラメーターを指定するには、Oracle
構文 (:name (name はパラメーター名ま
たはパラメーター番号)) を使用します。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置:

PL/SQL ブロックにバインド・パラメ

ーターを指定する場合は、必ず Oracle 構文を使用して
ください。
IIS-CONN-ORA-001058 コネクターがデータをバル
ク・ロード・モードで書き込むように構成
されており、制約チェックのためのリジェ
クト条件がリジェクト・リンクに選択され
ていました。このオペレーションを実行す
るには、例外表名も指定する必要もありま
す。
説明:

致命的です。

ユーザーの処置: 「例外表名」プロパティーに値を指定
するか、リジェクト・リンクの「SQL エラー - 制約違
反」リジェクト条件のチェックを外してください。

警告メッセージ
エラーの原因の説明および実行する推奨訂正処置など、警告メッセージの本文をお
読みください。
「警告メッセージを致命的エラーとして処理する」プロパティーを「はい」に設定
した場合、コネクターが最初の警告メッセージを報告すると、ジョブは停止しま
す。
IIS-CONN-ORA-003001 表 {0} のドロップ中、コネク
ターがエラーを検出しました。
説明: 警告です。コネクターは、DROP TABLE ステー
トメントを実行しようとした場合にこのエラーを受け取
ります。このエラーは、一般的に表が存在しないことを
示します。
ユーザーの処置: ログ・ファイルで、SQL レベルでこ
の障害の実際の理由を示す追加のメッセージを調べてく
ださい。
IIS-CONN-ORA-003002 表 {0} の作成中、コネクター
がエラーを検出しました。
説明: 警告です。コネクターは、CREATE TABLE ス
テートメントを実行しようとした場合にこのメッセージ
を受け取ります。例えば、指定された名前を持ち、指定
された表オーナーによって所有されている表が既にデー
タベースに含まれていると、このメッセージが返されま
す。
ユーザーの処置: ログ・ファイルで、SQL レベルでこ
の障害の実際の理由を示す追加のメッセージを調べてく
ださい。

とした場合にエラーを受け取りました。
ユーザーの処置: ログ・ファイルで、SQL レベルでこ
の障害の実際の理由を示す追加のメッセージを調べてく
ださい。
IIS-CONN-ORA-003004 コネクターがデータをパラレ
ルでロードするように構成されています
が、制約チェックのためのリジェクト条件
がリジェクト・リンクに選択されていまし
た。この組み合わせはサポートされませ
ん。コネクターは、順次モードで実行され
ます。
説明: 警告です。コネクターは、コンダクター・ノード
ではなく、処理ノードでのみリジェクト・リンクにレコ
ードを送ることができます。バルク・ロード・モードで
の制約チェックは、1 回しか実行できません。制約チェ
ックがステージに対して 1 回だけ、処理ノードで実行
されるようにするには、「実行モード」プロパティーを
「順次」に設定します。これにより、ただ 1 つのノー
ドのみが対象となります。
ユーザーの処置: 警告が出されないようにするには、以
下のいずれかの作業を実行してください。
v 「実行モード」を「順次」に変更します。

IIS-CONN-ORA-003003 表 {0} の切り捨て中、コネク
ターがエラーを検出しました。
説明:
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v 「書き込みモード」を「挿入」に変更します。
v リジェクト・リンクの「SQL エラー制約チェック」
条件のチェックを外します。

IIS-CONN-ORA-003005
IIS-CONN-ORA-003005 行 {0}、列 {1} にバルク・ロ
ード・モードでのデータ変換エラーが検出
されました。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 指定された行および列の入力値を調べ
てください。値が対応する出力表列に有効であることを
確認してください。
IIS-CONN-ORA-003006 行 {0} にバルク・ロード・モ
ードでのデータ・ロード・エラーが検出さ
れました。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 指定された行の入力データを調べてく
ださい。列値が対応する出力表定義に有効であることを
確認してください。
IIS-CONN-ORA-003007 コネクターが表 {1} に制約
{0} を有効にすることができませんでし
た。この表内の一部の行が制約に違反して
います。これらの行の ROWID 値は、例
外表 {2} に保存されています。
説明: 警告です。ロードされたデータの一部の行は、コ
ネクターがロード時に無効にし、ロード後に再度有効に
しようとした制約に違反しています。
ユーザーの処置: コネクターがリジェクト済みレコード
を処理するように構成されている場合、リジェクト済み
レコードを調べて、問題の原因を判別してください。コ
ネクターがリジェクト済みレコードを処理するように構
成されていない場合、指定された例外表に保存されてい
る ROWID 値に一致する ROWID 値を持つターゲット
表の行を調べ、行がどのように指定された制約に違反し
ているかを判別してください。
IIS-CONN-ORA-003008 コネクターが表 {1} に対して
索引 {0} を再作成できませんでした。エ
ラー・コード: {2}、エラー・メッセージ:
{3}。
説明: 警告です。索引再作成オペレーションを完了でき
ませんでした。 Oracle エラー・コードおよびエラー・
メッセージが返されています。
ユーザーの処置: 返された Oracle エラー・コードおよ
びエラー・メッセージを調べて、オペレーションが失敗
した理由を判別してください。

IIS-CONN-ORA-003009 コネクターは {0} 個の処理ノ
ードでパーティション読み取りを実行する
ために Oracle パーティション方式を使用
するように構成されていましたが、表 {1}
がパーティション化されていません。コネ
クターは、順次モードで実行されます。
説明: 警告です。
ユーザーの処置: 「実行モード」プロパティーを「パラ
レル」から「順次」に変更するか、「パーティション読
み取り方式」プロパティーを「Oracle パーティショ
ン」から別の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003010 コネクターは {0} 個の処理ノ
ードでパーティション書き込みを実行する
ように構成されていましたが、表 {1} が
パーティション化されていません。コネク
ターは、順次モードで実行されます。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 「実行モード」プロパティーを「パラ
レル」から「順次」に変更するか、「パーティション・
タイプ」プロパティーを「Oracle コネクター」から別
の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003011 コネクターは表 {0} でパーテ
ィション書き込みを実行するように構成さ
れていましたが、この表では、コネクター
がパーティション書き込みをサポートしな
いパーティション・スキーマ {1} が使用
されています。コネクターは、順次モード
で実行されます。
説明: 警告です。
ユーザーの処置: 「実行モード」プロパティーの設定を
「パラレル」から「順次」に変更するか、「パーティシ
ョン・タイプ」プロパティーの設定を「Oracle コネク
ター」から別の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003012 コネクターは表 {0} で Oracle
パーティション方式を使用してパーティシ
ョン読み取りを実行するように構成されて
いましたが、単一のパーティションまたは
サブパーティション {1} が指定されまし
た。コネクターは、順次モードで実行され
ます。
説明: 警告です。
ユーザーの処置: 「実行モード」プロパティーの設定を
「パラレル」から「順次」に変更するか、「パーティシ
ョン読み取り方式」プロパティーの設定を「Oracle パ
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IIS-CONN-ORA-003013
ーティション」から別の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003013 コネクターは表 {0} でパーテ
ィション書き込みを実行するように構成さ
れていましたが、単一のパーティションま
たはサブパーティション {1} が指定され
ました。コネクターは、順次モードで実行
されます。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 「実行モード」プロパティーの設定を
「パラレル」から「順次」に変更するか、「パーティシ
ョン・タイプ」プロパティーの設定を「Oracle コネク
ター」から別の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003014 コネクターは Oracle パーテ
ィション方式を使用してパーティション読
み取りを実行するように構成されていまし
たが、指定された SELECT ステートメン
トには既に PARTITION または
SUBPARTITION 節が含まれています。
コネクターは、順次モードで実行されま
す。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 「実行モード」プロパティーの設定を
「パラレル」から「順次」に変更するか、「パーティシ
ョン読み取り方式」プロパティーの設定を「Oracle パ
ーティション」から別の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003015 コネクターが {0} システム・
ビューへのアクセスを取得できませんでし
た。 ROWID 範囲読み取り方式では、そ
のシステム・ビューへのアクセスが必要に
なります。コネクターは、代わりに
ROWID ハッシュ読み取り方式を使用し
ます。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 現行ユーザーが指定された Oracle
static ディクショナリー・ビューへの読み取りアクセス
権を持っていることを確認するか、「パーティション読
み取り方式」プロパティーの設定を「ROWID 範囲」か
ら別の値に変更してください。
IIS-CONN-ORA-003016 現行サービスに透過アプリケ
ーション・フェイルオーバーが有効になっ
ていません。
説明:

警告です。

ユーザーの処置:
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ン・フェイルオーバーを有効にするか、「アプリケーシ
ョン・フェイルオーバーを管理する」プロパティーを
「いいえ」に設定してください。
IIS-CONN-ORA-003017 透過アプリケーション・フェ
イルオーバーが開始されました。フェイル
オーバーのタイプは {0} です。
説明: 警告です。現在接続対象のデータベース・インス
タンスへの接続が失敗し、Oracle クライアントがコネク
ターに透過アプリケーション・フェイルオーバー (TAF)
を開始しました。
ユーザーの処置:
い。

以下の 3 つの解決策を試してくださ

v ジョブの実行を続行できるようにフェイルオーバーが
完了するのを待ちます。場合によっては、TAF の完
了後も、ジョブが失敗する可能性があります。
v データベース・インスタンスが失敗した理由を調べ
て、問題を訂正します。その後でもう一度ジョブを実
行します。
v インスタンスがバックアップされるまで待ちます。そ
の後でもう一度ジョブを実行します。
IIS-CONN-ORA-003018 コネクターは、透過アプリケ
ーション・フェイルオーバーが完了するの
を {0} 秒待ちます。試行回数: {1} / {2}。
説明:

警告です。

IIS-CONN-ORA-003019 透過アプリケーション・フェ
イルオーバーが完了しました。コネクター
はデータ処理を再開しようとします。
説明: 警告です。ただし、透過アプリケーション・フェ
イルオーバー (TAF) の完了後も、ジョブが依然として
失敗する場合があることに注意してください。ジョブ失
敗は、TAF の開始時に中断されたオペレーションが新
しく確立されたクライアント・セッションで構成できな
い場合に発生します。
IIS-CONN-ORA-003020 透過アプリケーション・フェ
イルオーバーが失敗しました。
説明: 警告です。このメッセージは、透過アプリケーシ
ョン・フェイルオーバーが指定された試行回数で完了し
なかったことを示します。ほとんどの場合、ジョブ失敗
の原因は、データベースへの接続が無効であることで
す。

IIS-CONN-ORA-003021
IIS-CONN-ORA-003021 透過アプリケーション・フェ
イルオーバーは、指定された時間および試
行回数内に完了しませんでした。
説明: 警告です。Oracle クライアントは、コネクター
に対する透過アプリケーション・フェイルオーバーを完
了できないと判断しました。ほとんどの場合、データベ
ースへの接続が無効であるため、ジョブはその後も失敗
します。
IIS-CONN-ORA-003022 コネクターはパーティション
書き込みを実行するように構成されていま
したが、入力として使用する表の名前を判
別できませんでした。コネクターは、順次
モードで実行されます。
説明:

警告です。

ユーザーの処置: 「表名」プロパティーまたは「パーテ
ィション書き込みの表名」プロパティーに値を入力して
ください。
IIS-CONN-ORA-003023 コネクターは、パーティショ
ン読み取りを実行するように構成されてい
ましたが、入力として使用する表の名前を
判別できませんでした。コネクターは、順
次モードで実行されます。
説明:

警告です。

ティーの「表名」サブプロパティーに値を入力してくだ
さい。
IIS-CONN-ORA-003024 {0} ステートメント {1} の実
行中、コネクターがエラーを検出しまし
た。
説明: 警告です。
ユーザーの処置: エラーがないか、指定されたステート
メントの構文をチェックしてください。障害を詳しく説
明するその他のメッセージがないか、ログ・ファイルを
チェックしてください。
IIS-CONN-ORA-003025 現行ノードでリジェクトされ
たレコードの数: {0}。
説明: このメッセージは、現行処理ノードでリジェクト
されたメッセージの数を報告します。リジェクトされた
レコードの合計数は、すべての処理ノードのすべてのリ
ジェクト済みレコードの合計です。ステージが単一ノー
ドで実行中の場合、報告される数は、そのステージでリ
ジェクトされたレコードの合計数と一致します。
ユーザーの処置: オリジナル・レコードのデータを含む
リジェクト済みレコードを調べてください。リジェク
ト・リンクに ERRORCODE および ERRORMESSAGE
列を含めた場合、それぞれのリジェクト済みレコードに
は、レコードのリジェクトの原因となったエラーに関す
る情報が入っています。

ユーザーの処置: 「表名」主プロパティーに値を入力す
るか、「パーティション書き込みを有効にする」プロパ

情報、デバッグ、およびトレース・メッセージ
情報メッセージは、コネクター・プロセスの現在の状況を報告します。デバッグお
よびトレース・メッセージは、問題のトラブルシューティングに使用できる詳細情
報を提供します。

情報メッセージ
表 4. 情報メッセージ番号および対応するメッセージ・テキスト
メッセージ番号

メッセージ・テキスト

IIS-CONN-ORA-004001

コネクターは Oracle サーバー {0} に接続さ
れています。

IIS-CONN-ORA-004002

コネクターは、外部認証を使用するように構
成されています。

IIS-CONN-ORA-004003

コネクターは、Distributed Transaction 環境に
参加するように構成されています。

IIS-CONN-ORA-004004

コネクターは、順次モードで実行されます。

IIS-CONN-ORA-004005

コネクターは、{0} 個の処理ノードでパラレ
ルに実行されます。
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表 4. 情報メッセージ番号および対応するメッセージ・テキスト (続き)
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メッセージ番号

メッセージ・テキスト

IIS-CONN-ORA-004006

コネクターは、実行時に次の {0} ステート
メントを生成しました。 {1}。

IIS-CONN-ORA-004007

コネクターは、表 {0} を作成しました。

IIS-CONN-ORA-004008

コネクターは、表 {0} をドロップしまし
た。

IIS-CONN-ORA-004009

コネクターは、表 {0} を切り捨てました。

IIS-CONN-ORA-004010

コネクターは、指定された BEFORE SQL ス
テートメントを実行しました。

IIS-CONN-ORA-004011

コネクターは、指定された AFTER SQL ス
テートメントを実行しました。

IIS-CONN-ORA-004012

コネクターは、指定された BEFORE SQL
(ノード) ステートメントを実行しました。

IIS-CONN-ORA-004013

コネクターは、指定された AFTER SQL (ノ
ード) ステートメントを実行しました。

IIS-CONN-ORA-004014

現行ノードでフェッチされた行数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004015

現行ノードで挿入された行数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004016

現行ノードで更新された行数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004017

現行ノードで削除された行数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004018

現行ノードで PL/SQL ブロックによって処理
された行数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004019

現行ノードで Lookup SELECT ステートメン
トによって処理されたレコード数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004021

コネクターは、{0} 個の処理ノードで実行す
るように構成されていますが、表 {1} に使
用される Oracle パーティション・スキーマ
には、合計 {2} 個の処理ノードが必要で
す。状況は、{3} 個の処理ノードでの実行に
なります。

IIS-CONN-ORA-004022

コネクターは、{0} 個のノードにおいてパラ
レル・モードで実行するように構成されてい
ますが、パーティション読み取りが有効では
ありませんでした。コネクターは、順次モー
ドで実行されます。

IIS-CONN-ORA-004023

コネクターには、入力スキーマ・フィールド
{1} に一致したパーティション・キー列 {0}
があります。

IIS-CONN-ORA-004024

日付キャッシュ統計: キャッシュ・サイズ:
{0}、キャッシュ内のエレメント数: {1}, ヒ
ット数: {2}、ミス数: {3}、キャッシュは無
効 (1 - はい、0 - いいえ): {4}。

IIS-CONN-ORA-004025

コネクターは、表 {1} で制約 {0} を無効に
しました。

IIS-CONN-ORA-004026

コネクターは、表 {0} ですべてのトリガー
を無効にしました。
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表 4. 情報メッセージ番号および対応するメッセージ・テキスト (続き)
メッセージ番号

メッセージ・テキスト

IIS-CONN-ORA-004027

コネクターは、表 {1} で制約 {0} を有効に
しました。

IIS-CONN-ORA-004028

コネクターは、表 {0} で制約 {1} に違反し
た行を削除しました。

IIS-CONN-ORA-004029

コネクターは、表 {0} ですべてのトリガー
を有効にしました。

IIS-CONN-ORA-004030

コネクターは、一度に {0} 行をロードしま
す。

IIS-CONN-ORA-004031

コネクターは、表 {1} で索引 {0} を再作成
しました。

IIS-CONN-ORA-004032

現行サービスに透過アプリケーション・フェ
イルオーバーが有効になっています。

IIS-CONN-ORA-004033

現行ノードでロードされた行数: {0}。

IIS-CONN-ORA-004034

コネクターは、表 {0} をパーティション読
み取り方式に対する入力として使用します。

IIS-CONN-ORA-004035

コネクターは、表 {0} をパーティション書
き込み方式に対する入力として使用します。

IIS-CONN-ORA-004036

コネクターは、{0} ステートメントを実行し
ました。 {1}。

IIS-CONN-ORA-004037

レコード・カウント値は {0} に設定され、
配列サイズ値は {1} に設定されています。
レコード・カウント値は配列サイズ値の倍数
でなければならないため、コネクターによっ
て配列サイズ値は {2} に変更されます。

デバッグ・メッセージ
最大 4 つの引数を持つ一般デバッグ・メッセージが 1 つしかありません。
IIS-CONN-ORA-005001 には、メッセージ・テキスト CCORA DEBUG がありま
す。 {0}{1}{2}{3}{4}。デバッグ・メッセージの内容は、ジョブで問題診断を実行す
るのに役立ちます。

トレース・メッセージ
2 つのトレース・メッセージがあります。 1 つは、方式が入力されたことを示し、
もう 1 つは、方式が終了したことを示します。両方のメッセージとも、方式を定義
するクラスの名前、および適用できる場合は方式の名前を示します。
表 5. トレース・メッセージ番号および対応するメッセージ・テキスト
メッセージ番号

メッセージ・テキスト

IIS-CONN-ORA-006001

->{0}::{1}

IIS-CONN-ORA-006002

<-{0}::{1}
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参照
これらの参照トピックは、データ・タイプ・マッピング、ディクショナリー・ビュ
ー、環境変数、および環境ロギングに関する詳細情報があります。

データ・タイプ・マッピングと Oracle データ・タイプ
このトピックには、データ・タイプ・マッピングと Oracle データ・タイプに関する
詳細情報があります。
Oracle コネクターは、表定義をインポートする際に、Oracle データ・タイプを IBM
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。「CREATE TABLE ステート
メント」プロパティーに指定されている SQL ステートメントを発行して Oracle コ
ネクターが表を作成すると、DataStage データ・タイプが Oracle データ・タイプに
変換されます。

Oracle 日付/時間データ・タイプ
Oracle コネクターは、Oracle 日付/時間データ・タイプの
DATE、TIMESTAMP、TIMESTAMP WITH TIME ZONE、および TIMESTAMP
WITH LOCAL TIME ZONE を使用する列に対して読み書きを行うことができま
す。
コネクターが Oracle 日付/時間データ・タイプをどのように扱うかは、デザイン時
スキーマで日付/時間列が指定されているのか、それともテキスト列が指定されてい
るのかによります。ジョブでは、Date、Time、および Timestamp データ・タイプの
列が日付/時間列である一方、Char、VarChar、LongVarChar、NChar、NVarChar、お
よび LongNVarChar の列はテキスト列です。

Oracle 日付/時間列へのデータの書き込み
リンクの表定義がテキスト・データ・タイプの列を指定している場合、コネクター
が書き込むテキスト値は、Oracle NLS セッション・パラメーターに指定されている
フォーマットと一致する必要があります。Oracle では、以下のセッション・パラメ
ーターで日付およびタイム・スタンプのフォーマットが制御されます。
v NLS_CALENDAR
v NLS_DATE_FORMAT
v NLS_DATE_LANGUAGE
v NLS_TIME_FORMAT
v NLS_TIME_TZ_FORMAT
v NLS_TIMESTAMP_FORMAT
v NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT
セッション・パラメーターを指定するには、2 つの方法があります。最初の方法
は、セッション・パラメーターと同じ名前の環境変数を設定することです。この方
式を使用する場合、NLS_LANG 環境変数も定義する必要があります。2 番目の方法
は、「BEFORE SQL ステートメント(ノード)」プロパティーに ALTER SESSION
SET parameter = value ステートメントを含めて現行セッションを変更することで
す。
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Oracle コネクターが datetime 値をテキストとして Oracle クライアントに送る場
合、Oracle クライアントは、値が NLS セッション・パラメーターで指定されたフ
ォーマットと一致することを前提としています。フォーマットが一致しない場合、
Oracle クライアントはその値についてエラーを返し、コネクターはメッセージをロ
グに記録します。例えば、NLS_DATE_FORMAT セッション・パラメーターが
MM/DD/YYYY に設定されている場合、コネクターが DATE データ・タイプの列
に書き込むテキスト値は、このフォーマットに従っている必要があります。この場
合、値 12/03/2008 は受け入れられますが、値 03-DEC-2008 は受け入れられませ
ん。
デザイン時スキーマで datetime データ・タイプの列を指定している場合、Oracle コ
ネクターは、Oracle NLS 設定を無視して、値を Oracle の datetime データ・タイプ
に変換します。
Oracle NLS セッション・パラメーター、NLS データベース・パラメーター、およ
び NLS_LANG 環境変数の現在の設定に関する情報を含むデバッグ・メッセージを
ログに記録するように Oracle コネクターを構成できます。デフォルトでは、デバッ
グ・メッセージはログ・ファイルに表示されません。ログ・ファイルにデバッグ・
メッセージを表示するには、CC_MSG_LEVEL 環境変数を 2 に設定します。

Oracle の datetime 列からのデータの読み取り
出力リンクの表定義がテキスト・データ・タイプの列を指定している場合、出力リ
ンクに対してコネクターが提供する値は、Oracle NLS セッション・パラメーターに
指定されているフォーマットと自動的にマッチングされます。このマッチングが行
われるのは、Oracle が datetime 値を指定されたフォーマットのテキスト値に自動的
に変換するためです。出力リンクの表定義が datetime データ・タイプの列を指定し
ている場合、Oracle コネクターは、2 つの datetime データ・タイプ間の変換を行
い、Oracle NLS 設定は無視します。

Oracle LOB および XMLType データ・タイプ
Oracle コネクターは、Oracle LOB データ・タイプ
BFILE、BLOB、CLOB、NCLOB、LONG RAW、RAW、および XMLType の読み書
きをサポートします。
LOB 列を含むデータベース表からデータを読み取るように Oracle コネクターを構
成するときには、出力リンクで LOB フィールド値を作成する方法を指定します。
選択はインラインまたは参照により行われます。
インライン形式を使用すると、コネクターが実際の値を作成します。インライン形
式は、一般的に 100 KB 未満の小さな LOB 値を転送する場合に効果的です。イン
ライン形式を使用するようにコネクターを構成するには、「LOB 参照を可能にす
る」を「いいえ」に設定します。
ダウンストリーム LOB-aware ステージがその入力リンクで参照ストリングを受け取
ると、そのステージでは、Oracle コネクターにその参照ストリングが表わす実際の
値を検索させます。次のステージがその実際の値を処理します。コネクターは、こ
うした参照ストリングをフィールドの値として出力します。ダウンストリーム
LOB-aware ステージが値を必要とすると、コネクターは、参照ストリングの情報を
使用して実際の値を取得し、そのダウンストリーム・ステージに渡します。そのス
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テージで値がターゲット表にロードされます。LOB-aware ステージには、DB2 コネ
クター、WebSphere MQ コネクター、ODBC コネクター、Teradata コネクター、お
よび Oracle コネクターが含まれます。 LOB-aware でないターゲット・ステージを
指定すると、ターゲット・ステージは参照ストリングを特殊なロケーター値として
認識できず、参照ストリングを通常のデータとして扱います。
参照形式を使用することには、利点と弱点があります。主な利点は、参照形式では
大きな LOB 値をソース・ステージからターゲット・ステージに転送できる点で
す。主な弱点は、中間ステージが実際の値を処理できない点です。例えば、ジョブ
に Transformer ステージを追加すると、その Transformer ステージは、実際の LOB
値に対してオペレーションを実行することはできません。ジョブを通じて転送され
たのは、参照ストリングにすぎず、実際の値ではないからです。参照形式は、一般
的に 1 MB 以上の大きな LOB 値を転送する場合に効果的です。
LOB データを読み書きするようにコネクターを構成する場合は、以下の問題に注意
してください。
v コネクターは、BFILE、BLOB、CLOB、NCLOB、および XMLType 列を転送す
るのに、インライン形式と参照形式の両方をサポートします。
v LONG および LONG RAW 列を転送する場合、コネクターはインライン形式し
かサポートしません。リンクの列の長さ属性は、実行時に実際のデータに予想さ
れる最大長に設定する必要があります。
v BFILE 列からデータを読み取るように Oracle コネクターを構成するときには、
実際のファイル内容を転送することも、ファイル位置に対する参照を転送するこ
ともできます。BFILE のファイル内容を転送する場合は、「BFILE 内容を転送
する」プロパティーを「はい」に設定します。デフォルトでは、「BFILE 内容を
転送する」が「いいえ」に設定されているので、ファイル位置に対する参照が転
送されます。
v XMLType データを読み取るようにコネクターを構成し、SELECT ステートメン
トを手動で作成する場合、別名を使用して表を参照する必要があり、XMLType
列では Oracle GETCLOBVAL() または GETBLOBVAL() メンバー関数で実際の
XML 内容を BLOB または CLOB として取得する必要があります。出力リンク
の列が LongVarChar または LongNVarChar として定義され、インラインで渡さ
れる場合、Oracle GETCLOBVAL()メンバー関数を使用します。その列が
LongVarBinary として定義され、インラインで渡される場合、GETBLOBVAL()メ
ンバー関数を使用します。XMLType 列を LOB 参照として渡す場合は、
GETCLOBVAL() および GETBLOBVAL() メンバー関数を使用しないでくださ
い。XMLType オブジェクト表またはオブジェクト・ビューから読み取る場合
は、列名に OBJECT_VALUE という仮名を使用します。
v XMLType を書き込むようにコネクターを構成すると、入力リンク上の列が
Binary、VarBinary、または LongVarBinary として定義されている場合、XML コ
ンテンツを作成するために SQL ステートメントに Oracle
SYS.XMLTYPE.CREATEXML() メンバー関数を使用する必要があります。
参照形式を使用するように Oracle コネクターを構成するには、「LOB 参照を可能
にする」を「はい」に設定し、「LOB 参照の列」プロパティーで、参照で渡す列を
選択します。LongVarChar、LongNVarChar、および LongVarBinary データ・タイプ
のリンク列しか、選択できません。
例: XMLType データの転送:
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この例は、標準表、オブジェクト表、およびオブジェクト・ビューからの XMLType
データの読み取りを示しています。
XMLType 列への書き込み
以下は表定義です。
CREATE TABLE TABLE1 (COL1 NUMBER(10), COL2 XMLTYPE) XMLTYPE COL2 STORE
AS BINARY XML;

binary XML 値を XMLType 列に書き込むには、次の INSERT ステートメントをコ
ネクターの「INSERT ステートメント」プロパティーに入力します。
INSERT INTO TABLE1 (COL1, COL2) VALUES (ORCHESTRATE.COL1,
SYS.XMLTYPE.CREATEXML(ORCHESTRATE.COL2, 1, NULL, 1, 1));

注: この例では、SYS.XMLTYPE.CREATEXML 関数の 2 番目のパラメーターは、
Oracle での US7ASCII 文字セットの文字セット ID を指定します。3 番目のパラメ
ーターは、入力が必ず指定のスキーマに準拠するようにするオプションのスキーマ
URL です。4 番目のパラメーターは、指定の XML スキーマに従ってインスタンス
が有効であることを示すフラグです。5 番目のパラメーターは、入力が正しい形式
であることを示すフラグです。
標準表またはビューからの XMLType データの読み取り
以下は表定義です。
CREATE TABLE TABLE1 (COL1 NUMBER(10), COL2 XMLTYPE)
XMLTYPE COL2 STORE AS CLOB;

XML 値を CLOB 値として取得するには、次の SELECT ステートメントをコネク
ターの「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
SELECT COL1, T.COL2.GETCLOBVAL() FROM TABLE1 T;

XML 値を、文字エンコード AL32UTF8 を使用する BLOB 値として取得するに
は、次の SELECT ステートメントをコネクターの「SELECT ステートメント」プ
ロパティーに入力します。
SELECT COL1, T.COL2.GETBLOBVAL(893) FROM TABLE1 T;

注: 数値 893 は、Oracle における AL32UTF8 文字セットの文字セット ID です。
Oracle は、そのサポートする各文字エンコードの文字セット ID を定義します。サ
ポートされる文字エンコードおよび ID については、Oracle 関係の資料を参照して
ください。
オブジェクト表からの XMLType データの読み取り
以下は表定義です。
CREATE TABLE TABLE1 OF XMLTYPE XMLTYPE
STORE AS BINARY XML;

XML 値を CLOB 値として取得するには、次の SELECT ステートメントをコネク
ターの「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
SELECT T.OBJECT_VALUE.GETCLOBVAL() FROM TABLE1 T;
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XML 値を、US7ASCII 文字エンコードを使用する BLOB 値として取得するには、
次の SELECT ステートメントをコネクターの「SELECT ステートメント」プロパ
ティーに入力します。
SELECT T.OBJECT_VALUE.GETBLOBVAL(1) FROM TABLE1 T;

注: 数値 1 は、Oracle における US7ASCII 文字セットの文字セット ID です。
オブジェクト・ビューからの XMLType データの読み取り
この例では、前の例で定義した TABLE1 を使用します。以下はビュー定義です。
CREATE VIEW VIEW1 AS SELECT * FROM TABLE1;

VIEW1 から XML 値を CLOB 値として取得するには、次の SELECT ステートメ
ントをコネクターの「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
SELECT V.OBJECT_VALUE.GETCLOBVAL() FROM VIEW1 V;

Oracle から DataStage へのデータ・タイプ・マッピング
メタデータのインポートの際には、Oracle コネクターが Oracle データ・タイプを
DataStage データ・タイプに変換します。
以下の表には、Oracle データ・タイプと DataStage データ・タイプとの間のマッピ
ングが示されています。この表では、以下の省略形が使用されます。
v n – サイズ
v p – 精度
v fsp – 秒の小数部の精度
v yp – 年の精度
v dp – 日の精度
v sp – 秒の精度
表では、単一バイト文字セットとマルチバイト文字セットが示されています。単一
バイト文字セットの場合、NLS_CHARACTERSET データベース・パラメーターが単
一バイト文字セット (例えば WE8MSWIN1252) に設定されています。マルチバイト
文字セットの場合、NLS_CHARACTERSET データベース・パラメーターがマルチバ
イト文字セット (例えば AL32UTF8) に設定されています。
CHAR と VARCHAR2 の Oracle データ・タイプは、表内ではその長さが n BYTE
または n CHAR として示されています。長さ n BYTE はバイト単位で、長さ n
CHAR は文字単位です。列の定義時に、BYTE も CHAR も明示的に指定されてい
ない場合、NLS_LENGTH_SEMANTICS データベース・パラメーターで測定単位が
決定されます。NLS_LENGTH_SEMANTICS パラメーターが BYTE に設定されてい
る場合は、例えば、列定義 CHAR(5) は CHAR(5 BYTE) と同等であり、
NLS_LENGTH_SEMANTICS データベース・パラメーターが CHAR に設定されて
いる場合は、列定義は CHAR(5 CHAR) と同等です。
表 6. Oracle データ・タイプおよび対応する DataStage データ・タイプ
Oracle データ・タイプ

CHAR(n BYTE)
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DataStage データ・タイプ
SQL タイプ

長さ

スケール 拡張

CHAR

n

設定解除 設定解除

表 6. Oracle データ・タイプおよび対応する DataStage データ・タイプ (続き)
Oracle データ・タイプ

DataStage データ・タイプ

CHAR(n CHAR ) 単一
バイト

CHAR

CHAR(n CHAR) マルチ NCHAR
バイト

n

設定解除 設定解除

n

設定解除 設定解除

CHAR 単一バイト

NLS_LENGTH_SEMANTICS
データベース・パラメータ
ーが CHAR に設定されて
いる場合は、CHAR(n
CHAR) 単一バイトを参照し
てください。それ以外は
CHAR(n BYTE) を参照して
ください。両方のケースと
も、n = 1 と想定されてい
ます。

CHAR マルチバイト

NLS_LENGTH_SEMANTICS
データベース・パラメータ
ーが CHAR に設定されて
いる場合は、CHAR(n
CHAR) マルチバイトを参照
してください。それ以外は
CHAR(n BYTE) を参照して
ください。両方のケースと
も、n = 1 と想定されてい
ます。

VARCHAR2(n BYTE)

VARCHAR

n

設定解除 設定解除

VARCHAR2(n CHAR)
単一バイト

VARCHAR

n

設定解除 設定解除

VARCHAR2(n CHAR)
マルチバイト

NVARCHAR

n

設定解除 設定解除

CLOB 単一バイト

LONGVARCHAR

設定解除

設定解除 設定解除

CLOB マルチバイト

LONGNVARCHAR

設定解除

設定解除 設定解除

LONG 単一バイト

LONGVARCHAR

設定解除

設定解除 設定解除

LONG マルチバイト

LONGNVARCHAR

設定解除

設定解除 設定解除

NCHAR(n)

NCHAR

n

設定解除 設定解除

NCHAR

NCHAR(n) を参照、n = 1
が前提。

NVARCHAR2(n)

NVARCHAR

n

設定解除 設定解除

NCLOB

LONGNVARCHAR

設定解除

設定解除 設定解除

NUMBER

DOUBLE

設定解除

設定解除 設定解除

NUMBER (p, s) {p>=s}
{s>=0}

DECIMAL

p

s

設定解除

NUMBER(p, s) {p<s}
{s>=0}

DECIMAL

s

s

設定解除

NUMBER(p, s) {s<0}

DECIMAL

p-s

設定解除 設定解除
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表 6. Oracle データ・タイプおよび対応する DataStage データ・タイプ (続き)
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Oracle データ・タイプ

DataStage データ・タイプ

FLOAT(p) {1 <=p
<=63}

FLOAT

設定解除

設定解除 設定解除

FLOAT(p) {64 <=p <=
126}

DOUBLE

設定解除

設定解除 設定解除

BINARY_FLOAT

FLOAT

設定解除

設定解除 設定解除

BINARY_DOUBLE

DOUBLE

設定解除

設定解除 設定解除

LONG RAW

LONGVARBINARY

設定解除

設定解除 設定解除

RAW(n)

VARBINARY

n

設定解除 設定解除

BLOB

LONGVARBINARY

設定解除

設定解除 設定解除

BFILE

VARCHAR

285

設定解除 設定解除

DATE

TIMESTAMP

設定解除

設定解除 設定解除

TIMESTAMP(fsp)

TIMESTAMP

設定解除

fsp

マイクロ秒

TIMESTAMP(fsp) WITH TIMESTAMP
TIME ZONE

設定解除

fsp

マイクロ秒

TIMESTAMP(fsp) WITH TIMESTAMP
LOCAL TIME ZONE

設定解除

fsp

マイクロ秒

TIMESTAMP

TIMESTAMP(fsp) を参照、
fsp=6 が前提。

TIMESTAMP WITH
TIME ZONE

TIMESTAMP(fsp) WITH
TIME ZONE を参照、fsp=6
が前提。

TIMESTAMP WITH
LOCAL TIME ZONE

TIMESTAMP(fsp) WITH
LOCAL TIME ZONE を参
照、fsp=6 が前提。

INTERVAL YEAR (yp)
TO MONTH

VARCHAR

yp+4

設定解除 設定解除

INTERVAL DAY TO
SECOND (sp)

VARCHAR

sp+13

設定解除 設定解除

INTERVAL DAY (dp)
TO SECOND

VARCHAR

dp+17

設定解除 設定解除

INTERVAL DAY (dp)
TO SECOND (sp)

VARCHAR

dp+sp+11

設定解除 設定解除

INTERVAL YEAR TO
MONTH

INTERVAL YEAR (yp) TO
MONTH を参照、yp=2 が前
提。

INTERVAL DAY TO
SECOND

INTERVAL DAY (dp) TO
SECOND (sp) を参照、dp=2
および sp=6 が前提。

ROWID

CHAR

18

18

UROWID(n)

VARCHAR

n

設定解除 設定解除

UROWID

UROWID(n) を参照、
n=4000 が前提。
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設定解除

表 6. Oracle データ・タイプおよび対応する DataStage データ・タイプ (続き)
Oracle データ・タイプ

DataStage データ・タイプ

CLOB または
OBJECT_RELATIONAL
として保存される
XMLType 単一バイト

CLOB 単一バイトを参照。

CLOB マルチバイトを参
CLOB または
OBJECT_RELATIONAL 照。
として保存される
XMLType マルチバイト
BINARY XML として
保存される XMLType

BLOB を参照。

その他

不明

設定解除

設定解除 設定解除

表作成のためのデータ・タイプ・マッピング
「表のアクション」プロパティーを使用して表を作成するときには、コネクター
は、DataStage 列定義を Oracle 列定義にマップします。
以下の表には、マッピングと使用する省略形がリストされています。
v n – サイズ
v p – 精度
v sp – 秒の精度
v s – スケール
注: DataStage 列定義の場合、長さ、スケール、拡張エントリーに値を指定しない
と、属性はデータ・タイプに適用されません。
表 7. DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義
DataStage 列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: Bit
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

NUMBER(5,0)

データ・タイプ: Char
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 設定解除

CHAR(2000)

データ・タイプ: Char
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 設定解除

CHAR(n)

データ・タイプ: VarChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 設定解除

VARCHAR2(4000)
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DataStage 列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: VarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 設定解除

VARCHAR2(n)

データ・タイプ: LongVarChar
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

CLOB

データ・タイプ: Char
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: Unicode

NCHAR(1000)

データ・タイプ: Char
長さ: n
スケール: 任意
拡張: Unicode

NCHAR(n)

データ・タイプ: VarChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: Unicode

NVARCHAR2(2000)

データ・タイプ: VarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: Unicode

NVARCHAR2(n)

データ・タイプ: LongVarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: Unicode

NCLOB

データ・タイプ: NChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張:

NCHAR(1000)

データ・タイプ: NChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張:

NCHAR(n)

データ・タイプ: NVarChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張:

NVARCHAR2(2000)

データ・タイプ: NVarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張:

NVARCHAR2(n)
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表 7. DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)
DataStage 列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: LongNVarChar
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

NCLOB

データ・タイプ: Binary
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張:

RAW(2000)

データ・タイプ: Binary
長さ: n
スケール: 任意
拡張:

RAW(n)

データ・タイプ: VarBinary
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張:

RAW(2000)

データ・タイプ: VarBinary
長さ: n
スケール: 任意
拡張:

RAW(n)

データ・タイプ: LongVarBinary
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

BLOB

データ・タイプ: Decimal
長さ: p
スケール: 設定解除
拡張:

NUMBER(p)

データ・タイプ: Decimal
長さ: p
スケール: s
拡張:

NUMBER (p,s)

データ・タイプ: Double
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

BINARY_DOUBLE

データ・タイプ: Float
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

BINARY_FLOAT

データ・タイプ: Real
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

BINARY_FLOAT
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DataStage 列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: TinyInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(3,0)

データ・タイプ: SmallInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(5,0)

データ・タイプ: Integer
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(10,0

データ・タイプ: BigInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(19,0)

データ・タイプ: TinyInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(3,0)

データ・タイプ: SmallInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(5,0)

データ・タイプ: Integer
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(10,0)

データ・タイプ: BigInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(19,0)

データ・タイプ: Numeric
長さ: p
スケール: 設定解除
拡張:

NUMBER(p)

データ・タイプ: Numeric
長さ: p
スケール: s
拡張:

NUMBER (p,s)

データ・タイプ: Date
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張:

DATE
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表 7. DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)
DataStage 列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: 設定解除

DATE

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: 設定解除

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: 設定解除

DATE

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: 設定解除

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(6)

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(6)

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: 不明
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 任意

NCLOB

ディクショナリー・ビュー
特定のタスクを完了するには、Oracle コネクターが 1 セットの Oracle ディクショ
ナリー・ビューにアクセスできるようになっている必要があります。
以下のリストでは、それぞれのビューを Oracle コネクターがどのように使用するか
について説明します。
ALL_CONSTRAINTS
Oracle コネクターは、表の制約のリストを取得するためにこのビューにアク
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セスします。表定義をインポートする、制約を無効にする、制約を有効にす
るといったタスクの場合、制約のリストを取得する必要があります。
ALL_INDEXES
Oracle コネクターは、表の索引のリストを取得するためにこのビューにアク
セスします。表定義をインポートする、再作成対象の索引のリストを決定す
る、表の編成方法 (ヒープ別または索引別) を決定するといったタスクの場
合、この情報を取得する必要があります。
ALL_OBJECTS
Oracle コネクターは、ユーザーが指定するオブジェクトに関する、表名やビ
ュー名などの追加メタデータを取得するためにこのビューにアクセスしま
す。例えば、Oracle パーティションに基づくパラレル読み取りの場合、コネ
クターは、このビューにアクセスして、オブジェクト・タイプ (表かビュー
のいずれか) およびパーティションとサブパーティションを判別します。
ALL_PART_COL_STATISTICS
Oracle コネクターは、表内の各パーティションの境界 (高) 値を決定するた
めにこのビューにアクセスします。この情報は、パーティション書き込みで
使用されます。
ALL_PART_KEY_COLUMNS
Oracle コネクターは、表のパーティション・キーにある列のリストを判別す
るためにこのビューにアクセスします。この情報は、パーティション書き込
みで使用されます。
ALL_PART_TABLES
Oracle コネクターは、表で使用するパーティション方式を決定するためにこ
のビューにアクセスします。「パーティション・タイプ」プロパティーに
「Oracle コネクター」値が指定されている場合、Oracle コネクターは、こ
のビューの情報を使用して、各レコードが属するパーティションを判別し、
そのパーティションに関連したノードに各レコードを送ります。
ALL_TAB_COLS
Oracle コネクターは、列メタデータ (データ・タイプ、長さ、精度、スケー
ルなど) を判別するため、列が仮想列であるかどうかを判別するため、「モ
ジュラス」または 「最小範囲と最大範囲」のパーティション読み取り方式
が指定された場合に、列が存在するかどうか、また正しいデータ・タイプで
あるかどうかを判別するために、このビューにアクセスします。
ALL_TAB_PARTITIONS
Oracle コネクターは、パーティション表内のパーティションの数および名前
を判別するためにこのビューにアクセスします。読み取り処理と書き込み処
理の場合は、この情報が必要です。
ALL_TAB_SUBPARTITIONS
Oracle コネクターは、複合パーティション表内のすべてのサブパーティショ
ンの数および名前を判別するためにこのビューにアクセスします。読み取り
処理と書き込み処理の場合は、この情報が必要です。
ALL_TABLES
Oracle コネクターは、現行ユーザーがアクセスできる表のリストを判別する
ためにこのビューにアクセスします。表定義をインポートする、デフォルト
の表スペースとして SYSTEM または SYSAUX 表スペースがある表を持つ
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ユーザーを判別する、指定された表がパーティション化されているかどうか
を判別するといったタスクの場合、この情報を取得する必要があります。
ALL_VIEWS
Oracle コネクターは、現行ユーザーがアクセスできるビューのリストを判別
するためにこのビューにアクセスします。この情報は、インポート可能なビ
ューのリストをユーザーに提供するために使用されます。
ALL_XML_TAB_COLS
列定義に指定された XML ストレージ・オプションを判別するために、
Oracle コネクターは、XMLType 列を含む表のメタデータのインポート時に
このビューにアクセスします。
ALL_XML_TABLES
表定義に指定された XML ストレージ・オプションを判別するために、
Oracle コネクターは、XMLType 表のメタデータのインポート時にこのビュ
ーにアクセスします。Oracle コネクターは、表定義に指定された XML ス
トレージ・オプションを判別するために、XMLType 表のメタデータのイン
ポート時にこのビューにアクセスします。
DBA_EXTENTS
Oracle コネクターは、表ストレージ編成に関する情報を収集するためにこの
ビューにアクセスします。ROWID 範囲のパーティション読み取り方式が選
択された場合、コネクターはこの情報を使用します。このビューに対する選
択アクセス権が付与されていない場合、コネクターは、ROWID ハッシュの
パーティション読み取り方式に自動的に切り替えます。
DUAL コネクターがそのオペレーションに必要とするさまざまな中間値を取得およ
び計算するために、コネクターはこの表に対して SELECT ステートメント
を発行します。
USER_TAB_PRIVS
Oracle コネクターは、現行ユーザーが特定のディクショナリー・ビュー (例
えば DBA_EXTENTS ビュー) に対する選択特権を付与されているかどうか
を判別するためにこの表にアクセスします。現行ユーザーに選択特権が付与
されていない場合、コネクターは修正アクションを実行します。

環境変数
Oracle コネクターは、以下の環境変数を照会および使用します。
CC_MSG_LEVEL
このコネクター環境変数は、コネクターがログ・ファイル内に報告するメッ
セージの最小重大度を指定します。デフォルト値は 3 です。この場合、情
報メッセージとより高い重大度のメッセージがログ・ファイルに報告されま
す。Oracle コネクターには重大度がエラーのメッセージがありません。以下
に有効な値をリストしています。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
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v 6 - 致命的
CC_ORA_BIND_KEYWORD
このコネクター環境変数は、ユーザー定義 SQL ステートメント内のバイン
ド・パラメーターを示す識別子を指定します。デフォルト識別子は
ORCHESTRATE です。この環境変数を使用すると、SQL ステートメントで
スキーマ、表、列などの名前にリテラル ORCHESTRATE を使用する必要が
ある場合に、さまざまな識別子を指定できます。
CC_ORA_CHECK_CONVERSION
この環境変数は、Unicode 文字セットからデータベースのネイティブ文字セ
ットへの変換のためデータ損失が発生した場合に、例外がスローされるかど
うかを制御します。デフォルト値は FALSE です。この変数の値が TRUE
に設定されていると (大文字/小文字は無視)、データ損失が発生した場合
に、例外がスローされます。
CC_ORA_MAX_ERRORS_REPORT
このコネクター環境変数は、オペレーションで配列の書き込みまたはデータ
のバルク・ロードが行われた場合にログ・ファイルに報告するエラーの最大
数を指定します。この変数は、リジェクト・リンクが定義されていない場合
にのみ関係があります。デフォルト値は -1 です。この場合、すべてのエラ
ーが報告されます。
CC_ORA_NLS_LANG_ENV
この環境変数は、コネクターが Oracle クライアント環境を初期化するとき
に、NLS_LANG 文字セットが使用されるかどうかを制御します。デフォル
ト値は FALSE です。この変数の値が TRUE に設定されていると (大文字/
小文字は無視)、NLS_LANG 文字セットが使用されます。それ以外は
UTF-16 文字セットが使用されます。
CC_ORA_NODE_USE_PLACEHOLDER
この環境変数は、コネクターが処理ノード番号プレースホルダーの出現を、
処理ノードで実行するすべての SQL ステートメント内の現行処理ノード番
号で置き換えるかどうかを制御します。この変数の値が TRUE に設定され
ていると (大文字/小文字は無視)、コネクターはその出現を置き換えます。
CC_ORA_NODE_PLACEHOLDER_NAME
このコネクター環境変数は、SQL ステートメント内の処理ノード番号の大/
小文字の区別のある値を指定します。
ライブラリー・パス
この変数には、Oracle クライアント・ライブラリーが保存されているディレ
クトリーを含める必要があります。以下のリストには、各オペレーティン
グ・システムのライブラリー・パス変数の名前があります。
v HP-UX - LD_LIBRARY_PATH または SHLIB_PATH
v IBM AIX - LIBPATH
v Linux - LD_LIBRARY_PATH
v Microsoft Windows - PATH
LOCAL
この Oracle 環境変数は、デフォルトのリモート Oracle サービスを指定し
ます。この変数が定義されていると、コネクターは、接続要求を受け入れる
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Oracle リスナーを経由して、指定されたデータベースに接続します。この変
数は、Microsoft Windows 専用です。Linux および UNIX の場合は、
TWO_TASK 環境変数を使用します。
ORACLE_HOME
この Oracle 環境変数は、Oracle クライアントのインストールのホーム・デ
ィレクトリーの位置を指定します。コネクターは、この変数を使用して、
Oracle データベースと接続するために必要な tnsnames.ora 構成ファイルを
見つけます。コネクターは、この tnsnames.ora ファイルを
ORACLE_HOME/network/admin ディレクトリーの下で検索します。
ORACLE_SID
この Oracle 環境変数は、デフォルトのローカル Oracle サービスを指定し
ます。この変数が定義されていると、コネクターは、Oracle リスナーを経由
せずに、指定されたデータベースに接続します。Microsoft Windows では、
この環境変数を Windows レジストリー内で指定できます。
注: ORACLE_SID と TWO_TASK または LOCAL の両方が定義されている
場合は、TWO_TASK または LOCAL が優先します。
TWO_TASK
この Oracle 環境変数は、デフォルトのリモート Oracle サービスを指定し
ます。この変数が定義されていると、コネクターは、接続要求を受け入れる
Oracle リスナーを経由して、指定されたデータベースに接続します。この変
数は、Linux および UNIX 専用です。Microsoft Windows の場合は、
LOCAL 環境変数を使用します。
注: ORACLE_SID と TWO_TASK の両方が定義されている場合は、
TWO_TASK が優先します。ORACLE_SID と TWO_TASK または LOCAL
の両方が定義されている場合は、TWO_TASK または LOCAL が優先しま
す。
TNS_ADMIN
この Oracle 環境変数は、tnsnames.ora 構成ファイルが含まれるディレクト
リーの位置を指定します。この変数が指定されていると、Oracle コネクター
が構成ファイルを見つけようとするときに、ORACLE_HOME 環境変数の値
に優先します。コネクターは、tnsnames.ora ファイルを TNS_ADMIN ディレ
クトリーの直下で検索します。
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第 4 章 Oracle enterprise ステージ
Oracle enterprise ステージはデータベース・ステージです。このステージを使用し
て、Oracle データベースのデータを読み書きできます。Lookup ステージと併用する
ことで、Oracle データベースによってホスティングされたルックアップ・テーブル
にアクセスできます。
Oracle enterprise ステージには、単一入力リンクと単一リジェクト・リンク、あるい
は、単一出力リンクまたは出力参照リンクを設定できます。
このステージでは、次のいずれかの処理が実行されます。
v 必要に応じて、挿入または更新、あるいはその両方を行って Oracle 表を更新しま
す。データは配列として作成され、Oracle ホスト配列処理を使用して書き込まれ
ます。
v Oracle 表をロードします (Oracle 高速ローダーを使用)。
v Oracle 表を読み取ります。
v Oracle 表から行を削除します。
v Oracle 表に対して直接ルックアップを実行します。
v Oracle 表をメモリーにロードしたあとで、ルックアップを実行します。
ルックアップ・データのソースとして Oracle ステージを使用している場合、列の命
名に関して特に注意しなければなりません。 ソース・データ・セットとルックアッ
プ・データ・セットの両方に同名の列がある場合、ソース・データ・セットの列が
出力データとなることに注意してください。この列をルックアップ・データ・ソー
スの列で置換するには、ルックアップを実行する前に、ソース・データ列をドロッ
プしなければなりません (例えば、Modify ステージを使用してドロップできます)。
ルックアップの実行について詳しくは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
パラレル・ジョブ開発者ガイド を参照してください。
Oracle enterprise ステージの編集時には、Oracle enterprise ステージ・エディターが
表示されます。これは、Generic ステージ・エディターを元にしています。これにつ
いては、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド
を参照してください。
ステージ・エディターのページ数はデータベースに書き込みと読み取りのどちらを
実行するかによって変わり、最大で次の 3 ページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使
用します。
v 「入力」ページ。Oracle データベースに書き込みを行う場合に表示されます。こ
こで、書き込むデータの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。Oracle データベースから読み取る場合、または Oracle データ
ベースにルックアップを実行する場合に表示されます。ここで、読み取るデータ
の詳細を指定します。
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注: Oracle ダイレクト・パス・ロードの場合は、クライアントのバージョンはサー
バーのバージョン以前でなければなりません。$ORACLE_HOME/lib および
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリー内のライブラリーを使用するための読み取り
および実行許可と、$ORACLE_HOME 内のすべてのファイルの読み取り許可が必要
です。この許可がない場合は、Oracle enterprise ステージを使用して Oracle に接続
する際に問題が発生することがあります。

Oracle データベースへのアクセス
このタスクについて
Oracle enterprise ステージを使用するには、次のタスクを実行します。

手順
1. ユーザー定義の環境変数 ORACLE_HOME を作成し、これに $ORACLE_HOME
パス (例えば /disk3/oracle10g) を設定します。
2. PATH に ORACLE_HOME/bin を追加し、LIBPATH、LD_LIBRARY_PATH、ま
たは SHLIB_PATH に ORACLE_HOME/lib を追加します。
3. 有効な Oracle ユーザー名と対応するパスワードを使用して、Oracle へのログイ
ン権限を取得します。ユーザー名とパスワードはアクセスに使用する前に Oracle
で承認される必要があります。
4. 次のものに対する SELECT 特権を取得します。
v DBA_EXTENTS
v DBA_DATA_FILES
v DBA_TAB_PARTITONS
v DBA_TAB_SUBPARTITONS
v DBA_OBJECTS
v ALL_PART_INDEXES
v ALL_PART_TABLES
v ALL_INDEXES
v SYS.GV_$INSTANCE (Oracle Parallel Server の使用時のみ)
注: APT_ORCHHOME/bin は、PATH 内で ORACLE_HOME/bin より前に置く
必要があります。
次のようにして、適切な SELECT 特権を持つロールを作成できます。
CREATE ROLE DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_extents to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_data_files to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_partitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_subpartitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_objects to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_indexes to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_tables to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_indexes to DSXE;
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ロールを作成後、それを IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブを実
行するユーザーに、以下のように認可します。
GRANT DSXE to <oracle userid>;

特殊文字 (# と $) の処理
このタスクについて
# と $ は IBM InfoSphere DataStage の予約文字なので、列名で文字 # と $ を使
用する Oracle データベースを扱うには特殊な手順を踏む必要があります。
InfoSphere DataStage は、この文字を内部フォーマットに変換し、必要に応じて元に
戻します。
この機能を利用するには、次の操作を行う必要があります。
v InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター で、該当するプロジ
ェクトの「環境変数」ダイアログを開き、環境変数
DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT を true に設定します (これは、
「全般¥カスタマイズ・ブランチ」にあります)。
v Oracle の列名で、ストリング「__035__」と「__036__」を使用しないでくださ
い。「__035__」は # の内部表記で、「__036__」は $ の内部表記です。
自分のジョブでこの機能を使用する際には、プラグイン・メタデータ・インポー
ト・ツールを使用してメタデータをインポートし、手動での編集を避けなければな
りません (これによって、誤りや混乱のおそれが少なくなります)。
表定義をロードしたら、表定義とデータ・ブラウザーの両方で元の Oracle 名ではな
く内部列名が表示されます。内部列名は出力仕様と式にも使用されます。しかし、
生成される SQL ステートメントではオリジナルの名前が使用されるので、ジョブ
に手動で SQL を入力する場合は、オリジナルの名前を使用してください。
通常、Oracle ステージでは、ステージ列名を参照する場合を除き、
ORCHESTRATE.internal_name 形式で名前を使用できるところであればどこでも、外
部名を入力できます。
ターゲットとして Oracle ステージを使用する際には、次のように外部名を使わなけ
ればなりません。
v 「ロード」オプションでは、選択リスト・プロパティーに外部名を使用します。
v アップサート・オプション、更新および挿入には、Oracle 表列名を参照する際に
外部名を使用し、ステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例えば、
次のようにします。
INSERT INTO tablename (A#, B$#) VALUES
(ORCHESTRATE.A__036__A__035__, ORCHESTRATE.B__035__035__B__036__)
UPDATE tablename SET B$# = ORCHESTRATE.B__035__035__B__036__ WHERE (A# =
ORCHESTRATE.A__036__A__035__)

Oracle ステージをソースとして使用する際には、次のように外部名を入力しなけれ
ばなりません。
v ユーザー定義 SQL 方式を使用する読み取りの場合、SELECT: の Oracle 2 列に
外部名を使用します。例えば、
第 4 章 Oracle enterprise ステージ
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SELECT M#$, D#$ FROM tablename WHERE (M#$ > 5)

v 表方式を使用する読み取りの場合、Select リストと where プロパティーで外部名
を使用します。
ルックアップとしてパラレル・ジョブで Oracle ステージを使用する際には、次のよ
うに外部または内部名を使わなければなりません。
v ユーザー定義 SQL メソッドを使用するルックアップの場合、SELECT の Oracle
列と、追加する WHERE 節の Oracle 列には外部名を使用します。WHERE 節で
ステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例えば、次のようにしま
す。
SELECT M$##, D#$ FROM tablename
WHERE (B$# = ORCHESTRATE.B__035__ B __036__)

v 表方式を使用するルックアップでは、選択リストと where プロパティーで外部名
を使用します。
v Oracle ステージのアタッチ先の Lookup ステージにある「入力」ページの「プロ
パティー」タブでは、キー・オプションに内部名を使用します。

表のロード
このステージでロード方式 (Oracle SQL*Loader ユーティリティーを使用する) を使
用して索引付きの表をロードする場合は、特に注意すべき事項がいくつかありま
す。
デフォルトで、このステージでは Oracle ロード制御ファイル内に次のオプションが
設定されます。
v DIRECT=TRUE
v PARALLEL = TRUE
ロードは直接パラレル・ロード・モードを使用して実行されます。直接パラレル・
モードのロードを使用するには、索引付きの表であってはならないか、または「索
引モード」プロパティーの「再構築」または「メンテナンス」のいずれかを組み込
む必要があります (「索引モード」セクションを参照)。表の唯一の索引が主キーま
たはユニーク・キーの制約から成る場合は、代わりに「制約を無効にする」プロパ
ティーを使用できます (「制約を無効にする」セクションを参照)。これで、主キー
またはユニーク・キーの制約を無効にすることができ、しかもロード後に再び有効
にすることができます。
「索引モード」プロパティーを「再構築」に設定すると、ファイル内で次のオプシ
ョンが設定されます。
v SKIP_INDEX_MAINTENANCE=YES
v PARALLEL=TRUE
「索引モード」プロパティーを「メンテナンス」に設定すると、ファイル内で次の
オプションが設定されます。
v PARALLEL=FALSE
環境変数 APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS を使用して、Oracle ロード制御ファイル
に含まれるオプションを制御できます。「索引モード」プロパティーや「制約を無
効にする」プロパティーを使わなくても、APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS 環境変
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数を適切に設定することで、索引付きの表をロードできます。DIRECT オプション
または PARALLEL オプション、あるいはその両方を「FALSE」に設定する必要が
あります。例えば、次のように設定します。
APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS=’OPTIONS(DIRECT=FALSE,PARALLEL=TRUE)’

この例では、ステージは依然パラレル・モードで実行しますが、DIRECT が FALSE
に設定されているため、直接パス・モードではなく、従来のパス・モードが使われ
ます。
APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS で PARALLEL を FALSE に設定した場合は、
「ステージ」ページの「高度」タブで、ステージの実行モードを順次実行 (run
sequentially) に設定する必要があります (「「高度」タブ」セクションを参照)。
索引付き編成表 (IOT) をロードする場合、直接のパラレル・パス・ロードは許可さ
れていないため、DIRECT および PARALLEL のどちらも true に設定しないでくだ
さい。

データ・タイプの変換 - Oracle への書き込み
書き込みまたはロードの際、Oracle enterprise ステージは、以下の表に示すように、
IBM InfoSphere DataStage のデータ・タイプを Oracle のデータ・タイプに自動変換
します。
表 8. Oracle データベースへデータを書き込む際のデータ・タイプの変換
InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ
基になるデータ・タイプ

Oracle のデータ・タイプ

Date

date

DATE

Time

time

DATE (マイクロ秒分解度は
サポートなし)

Timestamp

timestamp

DATE (マイクロ秒分解度は
サポートなし)

拡張がマイクロ秒の
Timestamp

timestamp[microseconds]

TIMESTAMP(6)

Decimal
Numeric

decimal (p, s)

NUMBER (p, s)

TinyInt

int8

NUMBER (3, 0)

拡張が符号なしの TinyInt

uint8

NUMBER (3, 0)

SmallInt

int16

NUMBER (5, 0)

拡張が符号なしの SmallInt

uint16

NUMBER (5, 0)

Integer

int32

NUMBER (10, 0)

拡張が符号なしの Integer

uint32

NUMBER (10, 0)

BigInt

int64

NUMBER (19)

拡張が符号なしの BigInt

uint64

NUMBER (20)

Float
Real

sfloat

BINARY_FLOAT

Double

dfloat

BINARY_DOUBLE

長さが未定義の Binary

raw

RAW(2000)
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表 8. Oracle データベースへデータを書き込む際のデータ・タイプの変換 (続き)
InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ
基になるデータ・タイプ

102

Oracle のデータ・タイプ

長さが未定義の VarBinary
長さが未定義の
LongVarBinary

raw[]

RAW(2000)

長さが n の Binary

raw[n]

RAW (n)

長さが n の VarBinary
長さが n の LongVarBinary

raw[max=n]

RAW(n)

拡張および長さが未定義の
Char

ストリング

CHAR (32)

長さが未定義の NChar
拡張が Unicode で長さが未
定義の Char

ustring

NVARCHAR (32)

拡張が未定義で長さが n の
Char

string[n]

CHAR (n)

長さが n の NChar
拡張が Unicode で長さが n
の Char

ustring[n]

NCHAR (n)

Bit

uint16

NUMBER (5)

Unknown

string[n] および ustring[n] 形
式の固定長ストリングで、長
さ <= 255 バイト

NVARCHAR(32)

拡張および長さが未定義の
LongVarChar
拡張および長さが未定義の
VarChar

string[]

VARCHAR2 (32)

長さが未定義の NVarChar
長さが未定義の
LongNVarChar
拡張が Unicode で長さが未
定義の LongVarChar
拡張が Unicode で長さが未
定義の VarChar

ustring[]

NVARCHAR2 (32)

拡張が未定義で長さが n の
LongVarChar
拡張が未定義で長さが n の
VarChar

string[max=n]

VARCHAR2 (n)

長さが n の NVarChar
長さが n の LongNVarChar
拡張が Unicode で長さが n
の LongVarChar
拡張が Unicode で長さが n
の VarChar

ustring[max=n]

NVARCHAR2 (n)

接続ガイド: Oracle データベース編

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

データ・タイプの変換 - Oracle からの読み取り
読み取りの際、Oracle enterprise ステージは、以下の表に示すように、Oracle のデー
タ・タイプを IBM InfoSphere DataStage のデータ・タイプに自動変換します。
表 9. Oracle データベースからデータを読み取る際のデータ・タイプの変換
InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ
基になるデータ・タイプ

Oracle のデータ・タイプ

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[n] または ustring[n]

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[max = n] または
ustring[max = n]

Timestamp

Timestamp

DATE

Decimal
Numeric

decimal (38,10)

NUMBER

Integer
Decimal
Numeric

int32 (精度 (p) <11 で、スケ NUMBER(p, s)
ール (s) = 0 の場合)

CHAR(n)

長さが n の固定長ストリン
グ

VARCHAR(n)

長さが n の可変長ストリン
グ

decimal「p, s」(精度 (p)
=>11 で、位取り (s) > 0 の
場合)
未サポート

未サポート

v LONG
v CLOB
v NCLOB
v BLOB
v INTERVAL YEAR TO
MONTH
v INTERVAL MONTH TO
DAY
v BFILE
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例
Oracle 表のルックアップ
この例は、データが Oracle 表でルックアップされるときに、どうなるかを示してい
ます。この例でステージは、各顧客の利率を口座の種類 (アカウント・タイプ) に基
づいてルックアップします。1 次リンクに到着するデータは次のとおりです。
表 10. Oracle 表のルックアップ例
顧客

アカウント番号

アカウント・タイプ

残高

Latimer

7125678

plat

7890.76

Ridley

7238892

flexi

234.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

Hooper

7176672

flexi

3456.99

Moore

7146789

gold

424.76

これは、Oracle ルックアップ・テーブルのデータです。
表 11. Oracle 表のルックアップ例
アカウント・タイプ

利率

bronze

1.25

silver

1.50

gold

1.75

plat

2.00

flexi

1.88

fixterm

3.00

以下は Lookup ステージの出力です。
表 12. Oracle 表のルックアップ例
顧客

アカウント番号

アカウント・タ
イプ

残高

利率

Latimer

7125678

plat

7890.76

2.00

Ridley

7238892

flexi

234.88

1.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

1.75

Hooper

7176672

flexi

3456.99

1.88

Moore

7146789

gold

424.76

1.75

次の図で、このジョブを説明します。このステージを編集するために使用するステ
ージ・エディターは、汎用ステージ・エディターに基づいています。Data_set ステ
ージは 1 次入力を提供し、Oracle_8 ステージはルックアップ・データを提供しま
す。Lookup_1 はルックアップを実行し、得られたデータを Data_Set_3 に出力しま
す。Oracle ステージで、データを直接 Oracle データベースでルックアップするこ
とを指定し、ルックアップする表の名前を指定します。Lookup ステージでは、ルッ
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クアップのキーとして使用する列を指定します。

図 4. ルックアップ・ジョブ例

次の表に、Oracle ステージのプロパティーを示します。
表 13. Oracle ステージのプロパティー
プロパティー名

設定

ルックアップ・タイプ

スパース

読み取り方式

表

表

interest

Oracle 表の更新
この例は、3 つの新しい列によって更新される Oracle 表を示しています。データベ
ースには、大きな馬の健康履歴を記録します。worming 記録の詳細は、キーとして
既存の列 "name" を使用して、メイン表に追加され、最新のデータによって埋めら
れます。新しい列のメタデータは、次のようになります。
表 14. 「プロパティー」タブの列のメタデータ
列名

キー SQL タイプ 拡張

name

はい Char

長さ

スケ
ール

NULL 可能
いいえ

wormer_type

Char

ユニコード

いいえ

dose_interval

Char

ユニコード

いいえ

dose_level

Char

ユニコード

いいえ

「書き込み方式」として「アップサート」を指定し、「アップサート・モード」と
して「ユーザー定義 UPDATE & INSERT」を選択します。既存の name 列は
INSERT ステートメントに含まれません。INSERT ステートメントを示すプロパテ
ィーは、次のようになります。INSERT ステートメントは IBM InfoSphere
DataStage によって生成されたものですが、name 列は削除されています。
INSERT
INTO
horse_health
(wormer_type, dose_interval, dose_level)
VALUES
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(ORCHESTRATE.name,
ORCHESTRATE.wormer_type,
ORCHESTRATE.dose_interval,
ORCHESTRATE.dose_level)

UPDATE ステートメントは、InfoSphere DataStage によって自動的に生成されたも
のです。
UPDATE
horse_health
SET
wormer_type=ORCHESTRATE.wormer_type,
dose_interval=ORCHESTRATE.dose_interval,
dose_level=ORCHESTRATE.dose_level
WHERE
(name=ORCHESTRATE.name)

必要最小限の操作
IBM InfoSphere DataStage には多くのデフォルトがあるので、Oracle enterprise ステ
ージをジョブに組み込むのがごく簡単になります。このセクションでは、Oracle
enterprise ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。InfoSphere
DataStage 提供のユーザー・インターフェースには融通性があり、特定の目的を達成
するための方法が多数あります。このセクションでは、基本的な方法を説明しま
す。当製品に慣れてから、簡略化された方法を覚えてください。
Oracle enterprise ステージを使用して何を行うかによって、必要な手順は異なりま
す。

Oracle データベースの更新
手順
1. 入力リンクの「プロパティー」タブの「ターゲット」カテゴリーで、次のように
更新方式を指定します。
a. 「書き込み方式」を「アップサート」に指定します。
b. 書き込む表を指定します。
c. 「アップサート・モード」を選択します。これにより、挿入と更新の両方を
行うのか、更新のみを行うのか、さらに IBM InfoSphere DataStage により自
動生成されるステートメントを使用するのか、ユーザー自身がステートメン
トを作成するのかを、指定できます。
d. 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」を選択した場
合は、INSERT SQL ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage
は、ベースとなるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを
編集できます。
e. 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」または「ユー
ザー定義更新のみ」を選択した場合は、UPDATE SQL ステートメントを指定
します。InfoSphere DataStage は、ベースとなるステートメントを自動生成す
るので、必要に応じてこれを編集できます。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStage に接続ストリングを生成させ
ることができます。どちらの方法でも、有効なユーザー名とパスワードを指
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定する必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere
DataStage はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
「オプション」カテゴリーで次の操作を行います。
f. リジェクト行をリジェクト・リンクに送る場合は、「リジェクトを出力」を
「真」に設定します (デフォルトでは「偽」です)。
2. 列のメタデータが書き込み用に指定されていることを確認します。

Oracle データベースから行の削除
このタスクについて
これは、データベースから行を削除するのに必要な詳細な SQL ステートメントを
指定しなければならないという点を除けば、Oracle データベースの書き込みと同じ
です。
v 入力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」の「行の削除」を選択します。
– 「行削除モード」を選択します。これにより、IBM InfoSphere DataStage によ
って自動的に生成されるステートメントを使用するのか、それともユーザー自
身が指定するのかを指定できます。
– 「行削除モード」で「ユーザー定義 DELETE」を選択した場合は、使用する
DELETE SQL ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage は、ベー
スとなるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを編集できま
す。

Oracle データベースのロード
このタスクについて
デフォルトの書き込み方式です。

手順
1. 入力リンクの「プロパティー」タブの「ターゲット」カテゴリーで、次のように
指定します。
a. 「書き込み方式」を「ロード」に指定します。
b. 書き込む表を指定します。
c. 「書き込みモード」を指定します (デフォルトでは、IBM InfoSphere
DataStage は既存の表に追加します。新規表の作成、既存表の置換、または表
詳細は既存のままですべての行を置換、から選択できます)。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。どちらの方法でも、有効なユーザー名とパスワードを指定
する必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere
DataStage はパスワードを暗号化します。
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デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
2. 列のメタデータが書き込み用に指定されていることを確認します。

Oracle データベースの読み取り
手順
1. 出力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「読み取り方式」を選択します。デフォルトは「表」ですが、自動生成され
た SQL またはユーザーの作成した SQL を使った読み取りも選択できます。
「パーティション表」プロパティーを指定しないかぎり、読み取りは単一の
ノードに対して順番に実行されます (「パーティション表」プロパティーを指
定すると、名前付き表から取得されたパーティションを含む処理ノードに対
してパラレル実行が行われます)。
b. 読み取る表を指定します。
c. 「読み取り方式」に「ユーザー作成の SQL」を使用する場合には、SELECT
SQL ステートメントを指定します。 IBM InfoSphere DataStage は、ベースと
なるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを編集できま
す。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。どちらの方法でも、有効なユーザー名とパスワードを指定
する必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere
DataStage はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
2. 列のメタデータが読み取り用に指定されていることを確認します。

Oracle データベース表での直接ルックアップの実行
手順
1. 参照リンクを使用して Oracle enterprise ステージを Lookup ステージに接続しま
す。
2. 出力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「スパース」に設定します。
b. 「読み取り方式」を選択します。デフォルトは「表」(表から直接読み取る)
ですが、自動生成された SQL またはユーザーの作成した SQL を使った読み
取りも選択できます。
c. ルックアップ用に読み取る表を指定します。
d. 「読み取り方式」に「ユーザー作成の SQL」を使用する場合には、SELECT
SQL ステートメントを指定します。 IBM InfoSphere DataStage は、ベース
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となるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを編集できま
す。例えば、「同等でない」を基にルックアップを実行する場合に、これを
使用します。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。どちらの方法でも、有効なユーザー名とパスワードを指定
する必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere
DataStage はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
3. ルックアップに列メタデータを必ず指定します。

Oracle データベース表でのメモリー内ルックアップの実行
このタスクについて
デフォルトの方法です。必要な操作は直接ルックアップと同じですが、次の操作が
異なります。
v 出力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「ルックアップ・タイプ」を「ノーマル」に設定します。

「ステージ」ページ
「全般」 タブでは、ステージの説明 (省略可能) を指定できます。「高度」タブで
は、ステージの実行方法を指定できます。システムで NLS が有効になっていると
「NLS マップ」タブが表示され、ステージの文字セット・マップを指定できます。

「高度」タブ
このタブでは、次の値を指定できます。
v 「実行モード」。このステージは、パラレル・モードまたは順次モードで実行で
きます。パラレル・モードのデータは、構成ファイルで指定された使用可能なノ
ードと、「高度」タブで指定される制約を満たすノードによって処理されます。
順次モードでは、データはコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」です。これにより、IBM InfoSphere
DataStage はパラレル・ステージの基になるオペレーターを組み合わせることがで
きます。その後、このタイプのステージにとって適格である場合に、オペレータ
ーは同じ処理で実行されます。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設
定」を選択すると、読み取り処理では、次のステージでパーティションを現状の
まま維持することを要求します (この設定は書き込み処理では無視されます)。こ
のフィールドはステージに出力リンクがある場合にだけ表示されることに注意し
てください。
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v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル
実行は、グリッドで指定されたノード・プールやリソース・プールに制限されま
す。グリッドを使用することで、構成ファイルから設定されたドロップダウン・
リストから選択を行えます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行が、定
義したノード・マップのノードに制限されます。ノード・マップを定義するに
は、テキスト・ボックスにノード番号を入力するか、参照ボタンをクリックして
「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、ノードを選択します。構成
ファイルで定義されているノード・プールに加えて、このステージの新しいノー
ド・プールが有効に定義されます。

NLS マップ
「NLS マップ」タブでは、Oracle enterprise ステージの文字セット・マップを定義
できます。NCHAR 型や NVARCHAR2 型など、任意のデータ・タイプに対して個
別に文字コード・セット・マップを設定できます。これは、プロジェクトやジョブ
のデフォルトの文字セット・マップの設定値をオーバーライドします。必要であれ
ば、マップをジョブ・パラメーターとして指定することができます。
IBM InfoSphere DataStage マップの代わりに Oracle マップを指定すれば、ロード・
パフォーマンスを上げることができます。このためには、$APT_ORCHHOME/etc に
ある oracle_cs ファイルに項目を追加し、InfoSphere DataStage マップと Oracle マ
ップを関連付けます。
oracle_cs ファイルのフォーマットは次のとおりです。
UTF-8
ISO-8859-1
EUC-JP

UTF8
WE8ISO8859P1
JA16EUC

最初の列には InfoSphere DataStage マップ名が入っており、2 番目の列には Oracle
マップ名が入っていて、これらが関連付けられます。
上記ファイルの例では、Oracle ステージで InfoSphere DataStage マップ EUC-JP を
指定すると、Oracle マップ JA16EUC を使用してデータがロードされることになり
ます。

「入力」ページ
「入力」ページでは、Oracle enterprise ステージでデータを Oracle データベースに
書き込む方法の詳細を指定できます。Oracle enterprise ステージでは、1 つの表に対
して書き込みできる入力リンクは、1 つだけです。
「全般」 タブでは、入力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。「プロパティ
ー」 タブでは、リンクの詳細な動作を指定できます。「パーティション」 タブで
は、データベースに書き込む前に入力データをパーティション化する方法を指定で
きます。「列」 タブでは、入力データの列定義を指定します。「高度」 タブで
は、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
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Oracle enterprise ステージのプロパティー、パーティション、フォーマット設定の詳
細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの概要については、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイドを参照してく
ださい。

「入力リンク・プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプ
ロパティーによって、入力データを書き込む方法と書き込み先が決定されます。指
定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト設定が
あります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示
されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあ
とに、各プロパティーの詳細説明があります。
表 15. 入力リンクのプロパティーと値
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須 ?

従属

「ターゲット」/
「表」

ストリング

N/A

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「ロー
ド」の場合)

「ターゲット」/
「行削除モー
ド」

「自動生成
DELETE」/「ユ
ーザー定義
DELETE」

「自動生成
DELETE」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「行の削
除」の場合)

「ターゲット」/
「DELETE
SQL」

ストリング

N/A

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「行の削
除」の場合)

「ターゲット」/
「アップサー
ト・モード」

「自動生成
「自動生成
UPDATE &
UPDATE &
INSERT」
INSERT」/「自
動生成 UPDATE
のみ」/「ユーザ
ー定義 UPDATE
& INSERT」/
「ユーザー定義
UPDATE のみ」

「ターゲット」/
「アップサート
順序」

「挿入してから
更新」/「更新し
てから挿入」

「挿入してから
更新」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「アップ
サート」の場合)

「ターゲット」/
「INSERT
SQL」

ストリング

N/A

N

N/A

「ターゲット」/
「挿入配列サイ
ズ」

数値

500

N

「INSERT
SQL」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「アップ
サート」の場合)
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表 15. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

112

値

デフォルト

必須 ?

「ターゲット」/
「UPDATE
SQL」

ストリング

N/A

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「アップ
サート」の場合)

「ターゲット」/
「書き込み方
式」

「行削除」/「ア
ップサート」/
「ロード」

「ロード」

Y

「ターゲット」/
「書き込みモー
ド」

「追加」/
「作成」/
「置換」/
「切り捨て」

「追加」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「ロー
ド」の場合)

「コネクショ
ン」/「DB オプ
ション」

ストリング

N/A

Y

N/A

「コネクショ
ン」/「DB オプ
ション・モー
ド」

「自動生成」/
「ユーザー定
義」

「自動生成」

Y

N/A

「コネクショ
ン」/「ユーザ
ー」

ストリング

N/A

Y (「DB オプシ 「DB オプショ
ョン・モード」 ン・モード」
= 「自動生成」
の場合)

「接続」/「パス
ワード」

ストリング

N/A

Y (「DB オプシ 「DB オプショ
ョン・モード」 ン・モード」
= 「自動生成」
の場合)

「接続」/「追加
接続オプショ
ン」

ストリング

N/A

N

「DB オプショ
ン・モード」

「接続」/「リモ
ート・サーバ
ー」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
「リジェクト・
レコードを出
力」

「True」/
「False」

「False」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「アップ
サート」の場合)

「オプション」/
「表にない列を
自動的にドロッ
プ」

「True」/
「False」

「False」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「ロー
ド」の場合)
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従属

N/A

表 15. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須 ?

「オプション」/
「表編成」

「ヒープ」/「索
引」

「ヒープ」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「ロー
ド」、かつ「書
き込みモード」
= 「作成」また
は「置換」の場
合)

「オプション」/
「列名を切り捨
て」

「True」/
「False」

「False」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「ロー
ド」の場合)

「オプション」/
「クローズ・コ
マンド」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
「デフォルト・
ストリング長」

数値

32

N

N/A

「オプション」/
「索引モード」

「メンテナン
ス」/
「再作成」

N/A

N

N/A

「オプション」/
「NOLOGGING
節を追加」

「True」/
「False」

「False」

N

「索引モード」

「オプション」/
「COMPUTE
STATISTICS 節
を追加」

「True」/
「False」

「False」

N

「索引モード」

「オプション」/
「オープン・コ
マンド」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
「Oracle パーテ
ィション」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
「主キーを作
成」

「True」/
「False」

「False」

Y (「書き込みモ N/A
ード」 = 「作成
または置き換
え」の場合)

「オプション」/
「CREATE ステ
ートメント」

ストリング

N/A

N

「オプション」/
「制約と無効
化」

「True」/
「False」

「False」

Y (「書き込み方 N/A
式」 = 「ロー
ド」の場合)

「オプション」/
「例外表」

ストリング

N/A

N

従属

N/A

「制約を無効に
する」
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表 15. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー
「オプション」/
表が
NCHAR/
NVARCHAR を
保有

値

デフォルト

必須 ?

従属

「True」/
「False」

「False」

N

N/A

「ターゲット」カテゴリー
「ターゲット」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。

表
書き込みを行う表の名前を指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定
できます。

「行削除モード」
これが表示されるのは、「書き込み方式」が「行の削除」の場合のみです。
DELETE ステートメントを派生させる方法を指定できます。次のいずれかを選択し
ます。
v 「自動生成 DELETE」。IBM InfoSphere DataStage は、表名と列の詳細に指定さ
れている値に基づいて、DELETE ステートメントを生成します。このステートメ
ントは、「DELETE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「ユーザー定義 DELETE」。ユーザー自身が DELETE ステートメントを入力す
るには、これを選択します。さらに、「DELETE SQL」プロパティーを選択し、
ステートメントの形式を編集します。

「DELETE SQL」
「書き込み方式」が「行の削除」の場合にのみ表示されます。このプロパティーで
は、自動生成された DELETE ステートメントを表示するか、またはユーザー独自の
ステートメントを指定することができます (「行削除モード」プロパティーの設定
によって決まります)。

「アップサート・モード」
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。ここで INSERT ステ
ートメントと UPDATE ステートメントを取得する方法を指定できます。次のいず
れかを選択します。
v 「自動生成 UPDATE & INSERT」。InfoSphere DataStage は、表名と列の詳細に
指定されている値に基づいて、UPDATE ステートメントと INSERT ステートメ
ントを生成します。ステートメントは、「INSERT SQL」または「UPDATE
SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「自動生成 UPDATE のみ」。InfoSphere DataStage は、表名と列の詳細に指定さ
れている値に基づいて、UPDATE ステートメントを生成します。このステートメ
ントは、「UPDATE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
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v 「ユーザー定義 UPDATE & INSERT」。ユーザー自身が UPDATE ステートメ
ントと INSERT ステートメントを入力するには、これを選択します。さらに、
「INSERT SQL」と「UPDATE SQL」プロパティーを選択し、ステートメント
の形式を編集します。
v 「ユーザー定義 UPDATE のみ」。ユーザー自身が UPDATE ステートメントを
入力するには、これを選択します。さらに、「UPDATE SQL」プロパティーを選
択し、ステートメントの形式を編集します。

「アップサート順序」
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。次の値のいずれかを
選択できます。
v 「INSERT、それが失敗なら UPDATE (挿入してから更新)」
v 「UPDATE、それが失敗なら INSERT (更新してから挿入)」

「INSERT SQL」
「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示されます。このプロパティ
ーでは、自動生成された INSERT ステートメントを表示するか、またはユーザー独
自のステートメントを指定することができます (「アップサート・モード」プロパ
ティーの設定によって決まります)。次の従属プロパティーがあります。
v 「挿入配列サイズ」
挿入ホスト配列のサイズを指定します。デフォルトのサイズは 500 レコードで
す。各 INSERT ステートメントを個別に実行したい場合は、このプロパティーに
1 を指定します。

「UPDATE SQL」
「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示されます。このプロパティ
ーでは、自動生成された UPDATE ステートメントを表示するか、またはユーザー
独自のステートメントを指定することができます (「アップサート・モード」プロ
パティーの設定によって決まります)。

「書き込み方式」
「行の削除」、「アップサート」、または「ロード」(デフォルト値) を選択しま
す。「アップサート」を選択すると、挿入および更新 SQL ステートメントを指定
でき、Oracle ホスト配列処理を使用してレコード挿入のパフォーマンスを最適化で
きます。「ロード」を選択すると Oracle への接続がセットアップされて 1 つの入
力データ・セットが取得され、表にレコードが挿入されます。「書き込みモード」
プロパティーによって、データ・セットのレコードを表に挿入する方法が決定され
ます。

「書き込みモード」
これは、ロード書き込み方式の場合のみ表示されます。次の値のいずれかを選択し
ます。
v 「追加」。これはデフォルト値です。既存の表に新しいレコードが付加されま
す。
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v 「作成」。新規表を作成します。Oracle 表が既に存在している場合、エラーが発
生し、ジョブが終了します。Oracle 表が存在しない場合は、このモードを指定す
る必要があります。
v 「置換」。既存の表がドロップされてから、そこにまったく新しい表が作成され
ます。Oracle では新規表にデフォルトのパーティション方式が適用されます。
v 「切り捨て」。既存の表属性 (スキーマを含む) と Oracle パーティション・キー
は保存されますが、既存のレコードはすべて破棄されます。その後、新しいレコ
ードが表に付加されます。

「接続」カテゴリー
「接続」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。

「DB オプション」
Oracle に接続するためのユーザー名とパスワードを、次の形式で指定します。
<user=< user >,password=< password >[,arraysize= < num_records >]

IBM InfoSphere DataStage は、このオプションが使われるとき、パスワードを暗号
化しません。配列サイズは、アップサート書き込み方式の場合のみ関係します。

「DB オプション・モード」
このプロパティーで「自動生成」を選択すると、InfoSphere DataStage は、DB オプ
ション・ストリングを生成します。「ユーザー定義」を選択した場合は、ユーザー
が「DB オプション」プロパティーを編集する必要があります。「自動生成」を選
択した場合、次の 2 つの従属プロパティーが現れます。
v 「ユーザー」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるユーザー名。
v 「パスワード」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるパスワード。InfoSphere
DataStage は、パスワードを暗号化します。
注: パスワードに特殊文字が含まれる場合、パスワードを引用符で囲みます (例え
ば、"passw#rd")。
v 「追加接続オプション」
Oracle 接続ストリングに追加するその他のオプションを任意で指定できます。

「リモート・サーバー」
これはオプションのプロパティーです。リモート・サーバー名を指定します。

「オプション」カテゴリー
「オプション」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。
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「主キーを作成」
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」で、かつ「書き込みモード」が
「作成」または「置換」の場合に使用可能です。デフォルトは「偽」ですが、
「真」に設定すると、「列」タブでキーとしてマークを付けた列が、主キーとして
マークを付けられます。索引構成表を作成し、「列」タブの主キーを示すには、
「真」に設定する必要があります。「真」に設定した場合、索引モード・オプショ
ンは利用できませんので、注意してください。

「CREATE ステートメント」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」で、かつ「書
き込みモード」が「作成」の場合に使用可能です。ここには、表を作成する SQL
ステートメントが含まれます (そうでなければ IBM InfoSphere DataStage がステー
トメントを自動生成します)。

「制約を無効にする」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。「真」に設定すると、
表に対して有効になっているすべての制約がロード時に無効にされ、ロードの終了
時に再度制約が有効にされます。「Table Organization type of Index」を選択して索
引構成表を使用する場合、このオプションは使用できません。「真」に設定する場
合は、次の従属プロパティーがあります。
v 「例外表」
このプロパティーを使用して例外表を指定できます。例外表は、制約が再度有効
になったときに制約に違反している行に関する ROWID 情報を記録するのに使わ
れます。表は既に存在していなければなりません。

「リジェクト・レコードを出力」
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。デフォルト設定は
「偽」です。「真」に設定すると、リジェクトされたレコードがリジェクト・リン
クに送られます。

「表にない列を自動的にドロップ」
これは、ロード書き込み方式の場合のみ表示されます。デフォルトでは「偽」に設
定されています。「真」に設定すると、既存の Oracle 表内の列に対応しないすべて
の入力列を、エラー報告なしでドロップします。このようにしておかないと、ステ
ージはエラーを報告し、ジョブを終了します。

「表編成」
これは「書き込み方式」が「ロード」で「書き込みモード」が「作成」または「置
換」の場合にだけ表示されます。索引構成表に索引を指定するか、ヒープ構成表
(デフォルト値) を指定できます。「索引」を選択した場合は、「主キーを作成」に
「真」を設定する必要があります。索引構成表 (IOT) では、主キーに基づいて作成
された索引に表の行が格納されます。
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「列名を切り捨て」
これは、ロード書き込み方式の場合のみ表示されます。このプロパティーを
「True」に設定すると、列名が 30 文字に切り詰められます。

「クローズ・コマンド」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。ステージが Oracle 表の処理を完了したあとに Oracle データベース
によって構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドを、このプロパ
ティーに単一引用符で囲んで指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指
定できます。

「デフォルト・ストリング長」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。デフォルトで 32 に設定されています。Oracle 表に書き込まれる可
変長ストリングの、デフォルトのストリング長さを設定します。設定した長さより
可変長ストリングが長いと、エラーになります。
設定可能な最大長は 2000 バイトです。可変長ストリングには、常に指定されたバ
イト数がステージによって割り振られることに注意してください。この場合、値を
2000 に設定すると、すべてのストリングに対して 2000 バイトが割り振られます。
このため、予想される最大長のストリングに合わせた値を設定するようにし、それ
より大きい値を設定しないでください。

「索引モード」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。これを使用すると、あらかじめ索引をドロップしなくても、索引を
持つ表にパラレル・ロードを直接実行できます。「メンテナンス」または「再作
成」モードを選択できます。「索引モード」プロパティーは「書き込みモード」が
「追加」または「切り捨て」の場合にだけ適用されます。
「再作成」を選択した場合、表のロード中の索引更新はスキップされ、ロードが完
了した後に Oracle の ALTER INDEX REBUILD コマンドを使用して索引が再構築
されます。表に索引が含まれ、表内の索引がパーティション化されていない必要が
あります。「再作成」オプションには次の 2 つの従属プロパティーがあります。
v 「NOLOGGING 節を追加」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。NOLOGGING 節を追
加する場合は「真」に設定してください。
v 「COMPUTE STATISTICS 節を追加」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。COMPUTE
STATISTICS 節を追加する場合は「真」に設定してください。
「メンテナンス」を選択すると、各表パーティションが個別にロードされます。順
次ロードになるため、表がロードされる前に存在していた表の索引は表のロード後
に保持されます。表は索引を含み、パーティション化されている必要があります。
また表の索引は、パーティション化に使用されたものと同じ範囲の値に従ってパー
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ティション化された、ローカル範囲パーティション化索引になっている必要があり
ます。この場合、順次 とは、各パーティションで順次 という意味であることに注
意してください。つまり、並列処理の度合いがパーティションの数に等しくなりま
す。

「オープン・コマンド」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。Oracle 表が開かれる前に Oracle データベースによって構文解析さ
れ、全処理ノードに対して実行されるコマンドを、単一引用符で囲んでこのプロパ
ティーに指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

「Oracle パーティション」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。レコードが書き込まれる Oracle 表パーティションの名前です。ステ
ージに与えられたデータは指定されたパーティションに送られるものとみなされま
す。

表が NCHAR/NVARCHAR を保有
このオプションは作成または置き換えの書き込みモードに適用されます。書き込ま
れる表が NCHAR または NVARCHARS を含んでいる場合、「True」に設定しま
す。ターゲット表に正しい列が作成されます。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データを Oracle データベースに書き込む前にパ
ーティション化またはコレクティングする方法の詳細を指定します。また、データ
が書き込まれる前にソートされるように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行
ステージと直前のステージの実行モード、および構成ファイルで指定されているノ
ードの数によって、最良のパーティション方式が決定されます。
Oracle enterprise ステージが順次モードで作動している場合は、最初にデフォルトの
自動コレクション方式によってデータを収集してから、ファイルにデータを書き込
みます。
「パーティション」タブを使用して、このデフォルトの動作を無効にできます。こ
のタブの指定方法は、次の条件によって異なります。
v Oracle enterprise ステージが、パラレル・モードまたは順次モードのどちらで実行
されるのか。
v ジョブ内の直前のステージが、パラレル・モードまたは順次モードのどちらで実
行されるのか。
Oracle enterprise ステージがパラレル・モードで実行される設定になっている場合
は、「パーティション・タイプ」ドロップダウン・リストからパーティション方式
を選択して設定できます。これは、現在のパーティション方式をオーバーライドし
ます。
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Oracle enterprise ステージは順次モードで実行される設定になっているが、直前のス
テージがパラレル・モードで実行される場合には、「コレクター・タイプ」ドロッ
プダウン・リストからコレクション方式を設定できます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。IBM InfoSphere DataStage は、現在のステージと直前のステージの実
行モードおよび、構成ファイルで指定されているノードの数に基づいて、最良の
パーティション方式を決定します。これは Oracle enterprise ステージのデフォル
トのパーティション方式です。
v 「すべて」。書き込まれる各ファイルは、データ・セット全体を受け取ります。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択された、あるいはキー
列の値に基づいて、パーティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジ
ュラス関数を使用してパーティション化されます。これは、タグ・フィールドの
パーティションで一般的に使用される方法です。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパー
ティション化されます。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベー
スでパーティション化されます。
v 「同じ」。元のパーティションがそのまま保持されます。これは Oracle enterprise
ステージのデフォルト値です。
v 「DB2」。指定した IBM DB2 表のパーティション方式が複製されます。特別な
プロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックす
ると、次のプロパティーが表示されます。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ
同じサイズのパーティションに分割します。これはデータ・セット全体のソート
を実行する際の前処理としてよく用いられる方法です。特別なプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックすると、次のプロパ
ティーが表示されます。
次のコレクション方式を利用できます。
v 「(自動)」。これは Oracle enterprise ステージのデフォルトのコレクション方式
です。通常、「自動」モードになっていると、InfoSphere DataStage は、読み取り
可能な入力パーティションの行があれば、そのつど読み取っていきます。
v 「順次」。最初のパーティション内のすべてのレコードを読み取った後で、2 番
目のパーティションのすべてのレコードを読み取り、それ以降のパーティション
についても同様に続けます。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、順次各パーティシ
ョンから 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションに到達
すると、最初のパーティションに戻って読み取りを続けます。
v 「ソート・マージ」。レコードの 1 つ以上の列に基づいた順序で、レコードを読
み取ります。この場合、「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択す
る必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書
き込む前にソートするように指定できます。ソートは常にデータ・パーティション
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内で実行されます。ステージで入力データのパーティション化が行われる場合は、
パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを収集する場合、
ソートは収集の前に実行されます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーテ
ィション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式
では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートを実行」。リンクからの入力データをソートするように指定する場合に
選択します。「利用可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。先にソートが済んでいるデータ・セットのデータの順序を保存
する場合、これを選択します。これはデフォルト値です。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1
レコードのみを保存するように指定する場合にこれを選択します。ステーブル・
ソートも設定している場合、最初のレコードが保存されます。
NLS が有効な場合にはボタンが追加され、このボタンをクリックするとダイアロ
グ・ボックスが開き、ソートの照合規則を指定するロケールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートする
か、NULL 列が各列の先頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パー
ティション方式を使用する場合には、その列をソートのキーとして使用するのか、
パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも指定でき
ます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックしてポップアップ・メニュー
を表示します。

「出力」ページ
「出力」ページでは、Oracle enterprise ステージで Oracle データベースからデータ
を読み取る方法の詳細を指定できます。Oracle enterprise ステージに設定できる出力
リンクは 1 つだけです。または、参照出力リンクを設定できます。これはルックア
ップ・ステージから Oracle ルックアップ・テーブルを参照する際に使用されます。
リジェクトされたレコードが送られるリジェクト・リンクも設定できます。これは
入力リンクと組み合わせて使用されます。「出力名」ドロップダウン・リストで、
メインの出力リンクとリジェクト・リンクのどちらの詳細を表示するかを選択しま
す。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。「プロパティ
ー」 タブでは、リンクの詳細な動作を指定できます。「列」 タブでは、データの
列定義を指定します。「高度」 タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリン
グ設定を変更できます。
Oracle enterprise ステージのプロパティーについての詳細を、以降のセクションで説
明します。その他のタブの概要については、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイドを参照してください。
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出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。このプロパ
ティーによって、入力データが読み取られる表と、読み取りの方法が指定されま
す。指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト
設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤)
で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
「SQL のビルド」ボタンを押すと SQL ビルダーがすぐに開くので、データを読み
取る SQL 照会を作成できます。使用方法については、IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイドを参照してください。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあ
とに、各プロパティーの詳細説明があります。
表 16. 出力リンクのプロパティーと値
カテゴリー/プロ
パティー
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値

デフォルト

必須 ?

「ソース」/「ル
ックアップ・タ
イプ」

「通常」/
スパース

「通常」

Y (出力がルック N/A
アップ・ステー
ジに接続された
参照リンクの場
合)

「ソース」/「読
み取り方式」

「自動生成
SQL」
/「表」/「SQL
ビルダー生成
SQL」
/「ユーザー定義
SQL」

「SQL ビルダー
生成 SQL」

Y

N/A

「ソース」/
「表」

ストリング

N/A

N

N/A

「ソース」/
「WHERE」

ストリング

N/A

N

表

「ソース」/「選
択リスト」

ストリング

N/A

N

表

「ソース」/
「SQL 照会」

ストリング

N/A

N

N/A

「ソース」/「パ
ーティション
表」

ストリング

N/A

N

N/A

「コネクショ
ン」/「DB オプ
ション」

ストリング

N/A

Y

N/A

「コネクショ
ン」/
「DB オプショ
ン・モード」

A「自動生成」/
「ユーザー定
義」

「自動生成」

Y

N/A
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従属

表 16. 出力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須 ?

従属

「コネクショ
ン」/「ユーザ
ー」

ストリング

N/A

Y (「DB オプシ 「DB オプショ
ョン・モード」 ン・モード」
= 「自動生成」
の場合)

「接続」/「パス
ワード」

ストリング

N/A

Y (「DB オプシ 「DB オプショ
ョン・モード」 ン・モード」
= 「自動生成」
の場合)

「接続」/「追
加」
「接続オプショ
ン」

ストリング

N/A

N

「DB オプショ
ン・モード」

「接続」/「リモ
ート・サーバ
ー」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
「クローズ・コ
マンド」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
「オープン・コ
マンド」

ストリング

N/A

N

N/A

「オプション」/
表が
NCHAR/
NVARCHAR を
保有

「True」/
「False」

「False」

N

N/A

「ソース」カテゴリー
「ソース」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。

ルックアップ・タイプ
Oracle enterprise ステージが参照リンクによって Lookup ステージに接続されている
場合、このプロパティーでは、Oracle enterprise ステージがメモリー内ルックアップ
用のデータを提供するかどうか (「ルックアップ・タイプ」 = 「通常」)、またはル
ックアップでデータベースに直接アクセスするかどうか (「ルックアップ・タイ
プ」 = 「スパース」) を指定します。

読み取り方式
このプロパティーでは、Oracle データベースを読み取る際に表と照会のどちらを指
定するかを指定します。
v 「表」プロパティーを使用して読み取りを指定 (デフォルト設定) するには、
「表」メソッドを指定します。読み取りはパラレルで行われます。

第 4 章 Oracle enterprise ステージ
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v 「自動生成 SQL」を選択すると、定義した列と「表」プロパティーで指定した表
を基に、IBM InfoSphere DataStage が自動的に SQL 照会を生成します。
v ユーザー独自の照会を定義する場合は「ユーザー定義 SQL」を選択します。ユー
ザー定義または自動生成の SQL では、デフォルトでは 1 つのノードで順次読み
取ります。「読み取り方式」の「自動生成 SQL」および「ユーザー定義 SQL」
が 1 つのノードで順次動作します。パーティション表プロパティーを指定してい
る場合、ユーザー定義 SQL リードをパラレルに動作させることができます。
v 「SQL ビルダー生成 SQL」を選択して SQL ビルダーを開き、便利なインターフ
ェースを使用して照会を定義します。(IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー・クライアント・ガイドを参照してください。)
デフォルトでは、「SQL ビルダー生成 SQL」、「自動生成 SQL」、および「ユー
ザー定義 SQL」の「読み取り方式」が単一ノード上で順次作動します。パーティシ
ョン表プロパティーを指定している場合、ユーザー定義 SQL リードをパラレルに
動作させることができます。

「SQL 照会」
オプションとして、表を読み取る SQL 照会を指定できます。照会によって、表
と、ステージで表が読み取られる際に表に実行される処理が指定されます。このス
テートメントには、結合、表示、データベース・リンク、同義語、およびその他の
エンティティーを含められます。

表
Oracle 表の名前を指定します。指定する表は存在している必要があり、ユーザーは
この表に対する SELECT 特権を持っている必要があります。ユーザーの Oracle ユ
ーザー名が指定した表のオーナー名に対応していない場合には、次の形式を使用し
て表名の前に表オーナー名を付加できます。
表オーナー.表名

「表」には次の従属プロパティーがあります。
v WHERE
ストリーム・リンクだけ。SELECT ステートメントの WHERE 節を指定するこ
とで、表の行が読み取り処理に含まれるか除外されるかを指定できます。WHERE
節を指定しなければ、すべての行が読み取られます。
v 「選択リスト」
オプションとして SQL Select リストを単一引用符で囲んで指定し、これを使用
して読み取る列を決定できます。入力表のレコード・スキーマに定義されている
列と同じ順序で、列をリスト 内に指定する必要があります。

「パーティション表」
名前付き表から取得されたパーティションを含む処理ノードに対する、SELECT の
パラレル実行を指定します。これを指定しなければ、ステージは単一のノードに対
して照会を順次実行します。
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「接続」カテゴリー
「接続」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。

「DB オプション」
Oracle に接続するためのユーザー名とパスワードを、次の形式で指定します。
<user=< user >,password=< password >[,arraysize=< num_records >]

IBM InfoSphere DataStage は、このオプションが使われるとき、パスワードを暗号
化しません。arraysize はストリーム・リンクにだけ適用されます。arraysize のデフ
ォルト設定は「1000」です。

「DB オプション・モード」
このプロパティーで「自動生成」を選択すると、InfoSphere DataStage は、DB オプ
ション・ストリングを生成します。「ユーザー定義」を選択した場合は、ユーザー
が「DB オプション」プロパティーを編集する必要があります。「自動生成」を選
択した場合、次の 2 つの従属プロパティーが現れます。
v 「ユーザー」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるユーザー名。
v 「パスワード」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるパスワード。InfoSphere
DataStage は、パスワードを暗号化します。
注: パスワードに特殊文字が含まれる場合、パスワードを引用符で囲みます (例え
ば、"passw#rd")。
v 「追加接続オプション」
Oracle 接続ストリングに追加するその他のオプションを任意で指定できます。

「リモート・サーバー」
これはオプションのプロパティーです。リモート・サーバー名を指定します。

「オプション」カテゴリー
「オプション」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。

「クローズ・コマンド」
これはオプションのプロパティーで、ストリーム・リンクの場合にだけ表示されま
す。ステージが Oracle 表の処理を完了したあとに Oracle データベースによって構
文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドを、このプロパティーで指
定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

「オープン・コマンド」
これはオプションのプロパティーで、ストリーム・リンクの場合にだけ表示されま
す。Oracle 表が開く前に Oracle データベースで構文解析を行い、全処理ノードに
第 4 章 Oracle enterprise ステージ
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対して実行するコマンドを、このプロパティーで指定します。必要であればジョ
ブ・パラメーターを指定できます。

表が NCHAR/NVARCHAR を保有
書き込まれる表が NCHAR または NVARCHARS を含んでいる場合、True に設定
します。
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第 5 章 Oracle OCI ステージ
Oracle OCI を使用すると、IBM InfoSphere DataStage ステージ (例えば、ODBC ス
テージまたは Sequential File ステージ) と、ターゲットの Oracle データベースの表
との間で受け渡される表データ・ストリームの準備とロードを、迅速かつ能率的に
行えます。Microsoft Windows または UNIX の Oracle クライアントは、SQL*Net
を使用して、Windows または UNIX 上の Oracle サーバーにアクセスします。
個々の Oracle OCI ステージはパッシブ・ステージであり、入力リンク、出力リン
ク、および参照出力リンクをいくつでも持つことができます。
v 入力リンクは書き込むデータを指定します。これは Oracle データベースにロード
される行で構成されるストリームです。入力リンクのデータは、InfoSphere
DataStage によって作成された SQL ステートメント、またはユーザー定義 SQL
ステートメントを使用して指定できます。
v 出力リンクは抽出するデータを指定します。これは Oracle データベースから読み
取られる行で構成されるストリームです。出力リンクのデータも、InfoSphere
DataStage によって作成された SQL ステートメント、またはユーザー定義 SQL
ステートメントを使用して指定できます。
v 個々の参照出力リンクが表す 1 行は、Oracle データベースから読み取られたキー
を示しています (つまり、レコードは、SQL SELECT ステートメントの WHERE
節のキー・フィールドを使用して読み取られます)。
C および C++ プログラマー向けに、Oracle データベース内のデータを操作できる
Oracle 独自の呼び出しインターフェースが提供されます。Oracle Call Interface
(OCI) ステージは、Oracle 固有の環境で外部ドライバーも外部ドライバー・マネー
ジャーも使わずに SQL ステートメントに接続して処理することができます。
Oracle OCI ステージを使用するには、SQL*Net を使用して Oracle サーバーにアク
セスする Oracle クライアントをインストールするだけです。
適切な Oracle ソフトウェアをインストールしていれば、Oracle OCI は Oracle サー
バーと連動します。インストールに関する例外情報は、該当リリースの Oracle の資
料を参照してください。
Oracle OCI を使用すると、次のことを行えます。
v SQL ステートメントの生成。
v SQL ステートメント入りのファイル名を使用。
v ロード前に TRUNCATE ステートメントを使用して表をクリア。 (表をクリア)
v データベースに行をコミットする頻度の選択。 (トランザクション・サイズ)
v 1 回の呼び出しでデータベースに複数のデータ行を入力。 (配列サイズ)
v 1 回の呼び出しでデータベースから複数のデータ行を読み取る。 (配列サイズ)
v 並列処理の制御およびトランザクション・パフォーマンスのチューニングのため
にトランザクションの分離レベルを指定。 (トランザクション分離)
v 選択されるデータが満たしていなければならない基準の指定。 (WHERE 節)
v データのソート、要約、およびアグリゲートのための基準を指定。 (その他の節)
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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v SQL ステートメント内のパラメーター・マークの動作を指定。
Oracle OCI は libclntsh 共有ライブラリーに従属しており、これは、Oracle クライ
アント・ソフトウェアのインストール中に作成されます。このステージを使用して
正常に実行するためには、この共有ライブラリーが置かれている場所を、InfoSphere
DataStage ジョブの共有ライブラリー検索パスに含める必要があります。

Oracle OCI ステージの機能
Oracle OCI の機能と利点は次のとおりです。
v Transformer ステージからの入力リンク・グループを制御するためにトランザクシ
ョン・グループ化をサポート。これにより、データ集合を 1 つのトランザクショ
ンでデータベースに書き込めます。 Oracle OCI は、トランザクション・グルー
プごとに 1 つのデータベース・セッションを開きます。
v リジェクト行の処理をサポート。挿入、更新、およびその他のアクション時に
Oracle OCI ステージでエラーが発生すると、ジョブの実行を制御するために、リ
ンク・リジェクト変数により Transformer ステージに Oracle DBMS エラー・コ
ードが伝えられます。エラーの形式は DBMS.CODE=ORA-xxxxx です。
v 表に書き込む前に、表の作成およびドロップの機能をサポート。
v ステージでデータベースに書き込みまたは読み取りを行う前または後で、ユーザ
ー定義 SQL ステートメントを実行するための BEFORE SQL ステートメントお
よび AFTER SQL ステートメントのサポート。
v ストリーム入力リンク、ストリーム出力リンク、および参照出力リンクのサポー
ト。
v 出力リンクおよび参照リンク用の SQL SELECT ステートメントのビルドで使わ
れる完全修飾列名を、「出力仕様」セルで指定可能。
注: 「表名と列名の大/小文字を区別」を選択する場合は、小文字を保つために、
「出力仕様」セルの所有者/表.列名 (owner/ table.column name) を必ず引用符で囲
んでください。
v ODBC ステージではなく Oracle OCI を使用して Oracle 表にアクセスすること
で、パフォーマンスとスケーラビリティーが向上。
v 照会実行時の、SELECT ステートメント結果セット行のプリフェッチ。これによ
り、サーバーとの往復が最小化され、パフォーマンスを向上。
v ネットワークとの往復回数の減少 (クライアント側の処理量の増加)。
v 新規の透過データ構造とインターフェースのサポート。
v オープンおよびクローズ・カーソルの往復の除去。
v エラー処理の改善。
v ODBC ステージを既に使用している既存のジョブには、ODBC ステージを置き換
えずに、Oracle OCI を補足として使用。
v 表定義のインポート。SQL ステートメント入りのファイル名をサポート。
v NLS のサポート。
v 外部キー・メタデータのインポートをサポート。
v SQL ステートメント用パラメーター・マークの動作をサポート。
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次の機能はサポートされません。
v 大量のストリーム入力リンクのロード。Oracle OCI Load ステージによる Oracle
データベースへのデータのバルク・ロード。
v ストアード・プロシージャー。
v Oracle データ・タイプ (BLOB、FILE、LOB、LONG、LONG
RAW、MSLABEL、OBJECT、RAW、REF、ROWID、または名前付きデータ・タ
イプ) のサポート。
v Windows または UNIX でのパラレル・キャンバスの実行。
v SUBSTR2
v SUBSTR4
v NCHAR
v LENGTH2
v LENGTH4
v INSTR2
v INSTR4
v CAST
v NEW_TIME
v RPAD
v MONTHS_BETWEEN
v OVER 節を持つ関数

Oracle OCI ステージの構成要件
Oracle OCI には、次の構成が必要です。
v IBM InfoSphere DataStage サーバー上の Oracle クライアント・ソフトウェア。
v データベース別名のセットアップおよび追加のための SQL*Net Easy
Configuration などの構成プログラムを使用する SQL*Net の構成。
v UNIX のサーバーの場合は、次の環境変数。
– ORACLE_HOME
– TWO_TASK
– ORACLE_SID
– LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH 環境変数の名前は、プラットフォームによって異なります。
表 17. プラットフォーム固有の LD_LIBRARY_PATH の名前
プラットフォーム

環境変数の名前

AIX

LIBPATH

HP_UX

SHLIB_PATH

LINUX または Solaris

LD_LIBRARY_PATH

第 5 章 Oracle OCI ステージ
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SHLIB_PATH 環境変数の場合は、実行時に ODBC 製品のライブラリー・エントリ
ーを参照する前に、InfoSphere DataStage ライブラリー・エントリーを参照する必要
があります。
注: $ORACLE_HOME/lib および $ORACLE_HOME/bin ディレクトリー内のライブ
ラリーを使用するための読み取りおよび実行許可と、$ORACLE_HOME 内のすべて
のファイルの読み取り許可が必要です。この許可がない場合は、Oracle OCI ステー
ジを使用して Oracle に接続する際に問題が発生することがあります。

Oracle 接続
クライアント GUI を使用して Oracle OCI ステージを編集するときには、ダイアロ
グ・ボックスが開きます。
このダイアログ・ボックスは、(ステージへの入力データがあるか、ステージからの
出力データがあるかによって) 次のように最大 3 ページあります。
v 「ステージ」。 編集するステージの名前が表示されます。「全般」タブでは
Oracle データベース・ソースおよび Oracle データベースに接続するためのログ
オン情報を定義します。詳細は次のセクションの、「Oracle データベースへの接
続」をお読みください。
「NLS」タブでは、ステージで使用される文字セット・マップを定義します。
(「NLS」タブ が表示されるのは、NLS がインストール済みの場合のみです。)
詳細は、「文字セット・マップの定義」をお読みください。
v 「入力」。 このステージへの入力リンクがある場合にのみ、このページが表示さ
れます。データ入力リンクごとに、使用する SQL 表および関連付けられている
列定義を指定します。並列処理の制御およびパフォーマンス・チューニング用
に、このページにも更新アクションのタイプおよびトランザクションの分離レベ
ルの情報を指定します。またデータを書き込む SQL ステートメントもここに含
まれているので、SQL ステートメントで大/小文字を区別することができます。
v 「出力」。 このステージへの出力リンクがある場合にのみ、このページが表示さ
れます。データ出力リンクごとに、使用する SQL 表および関連付けられている
列定義を指定します。並列処理の制御およびパフォーマンス・チューニング用
に、このページにも照会のタイプおよびトランザクションの分離レベルの情報を
指定します。また、データ抽出用の SQL SELECT ステートメントもここに含ま
れているので、SQL ステートメントで大/小文字を区別することができます。

Oracle 接続の定義
このタスクについて
Oracle OCI ステージは「ORAOCI9 ステージ」ウィンドウから編集できます。

手順
1. 接続を定義します (次のセクションを参照)。
2. オプション。文字セット・マップを定義します。
3. 入力リンクのデータを定義します。
4. 出力リンクのデータを定義します。
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Oracle データベースへの接続
このタスクについて
GUI の「ステージ」ページの「全般」タブで Oracle 接続パラメーターを設定しま
す。

手順
1. アクセスする Oracle データベース別名を「データベース・ソース名」フィール
ドに入力します。(これは、Oracle 構成アシスタントを使用してユーザーが作成
した名前です。) データベースにゲスト・アカウントがある場合を除き、「ユー
ザー ID」は、そのデータベースの正当なユーザーであるか、そのデータベース
内に別名が存在するか、またはシステム管理者かシステム・セキュリティー担当
者である必要があります。デフォルト値はありません。
2. Oracle データベースに接続するときに使用するユーザー名を「ユーザー ID」フ
ィールドに入力します。このユーザーは、該当データベース、ソース、およびタ
ーゲット表の相応のアクセス権を持っていなければなりません。「OS レベル認
証を使用」が選択される場合以外、このフィールドの指定は必須です。デフォル
ト値はありません。
3. 指定したユーザー名に関連付けられているパスワードを「パスワード」フィール
ドに入力します。「OS レベル認証を使用」が選択される場合以外、このフィー
ルドの指定は必須です。デフォルト値はありません。
4. 使用する適切なトランザクションの分離レベルを、「入力」ページまたは「出
力」ページの「全般」タブの「トランザクション分離」リストから選択します
(「入力データの定義」または 「出力データの定義」の「全般」タブを参照)。こ
のレベルは、最良のパフォーマンスを達成するために、ジョブ内のトランザクシ
ョンと他のトランザクション間の整合性と並列処理にとって必要な制御を提供し
ます。 Oracle では、照会が読み取ったデータをほかのトランザクションが変更
できるため、2 つの照会を実行した場合、ほかのトランザクションがデータを変
更している可能性があります。したがって、指定の照会を 2 回実行するトラン
ザクションは、反復不能読み取りおよびファントムの両方になる可能性がありま
す。次のトランザクションの分離レベルのうちの 1 つを使用してください。
「READ COMMITTED」。 変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデ
ータに共有ロックをかけます。「READ COMMITTED」は、すべてのトランザク
ションのデフォルトの分離レベルです。
「SERIALIZABLE」。 変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータに
共有ロックをかけます。「SERIALIZABLE」を選択されたトランザクションに
は、そのトランザクションの開始時にコミットされている変更内容のみが提示さ
れます。
これらのレベルの使用法について詳しくは、Oracle の資料をお読みください。
5. Oracle OCI ステージの説明 (省略可能) を「説明」フィールドに入力します。
6. ご使用のオペレーティング・システムのユーザー名とパスワードを用いて自動的
にログオンするには、「OS レベル認証を使用」を選択します。デフォルト値
は、クリアされています。Oracle ログイン情報の詳細については、Oracle の資
料をお読みください。
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文字セット・マップの定義
このタスクについて
ステージ用の文字セット・マップを定義できます。これは「ステージ」ページの
「NLS」タブから行います。「NLS」タブが表示されるのは、NLS がインストール
済みの場合のみです。

手順
次のフィールドに情報を指定します。
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れば、マップを変更
できます。
v 「すべてのマップを表示」。 IBM InfoSphere DataStage 出荷時のマップがすべて
表示されます。
v 「ロードしたマップのみ」。 現在ロード済みのマップのみが表示されます。
v 「ジョブ・パラメーターを使用....」。 ジョブのパラメーター値を指定します。
#Param# の形式で指定します。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、ジョブの実行時にジョブ・パラメーターの値で置
換されます。

入力データの定義
Oracle データベース内の表にデータを書き込むときは、Oracle OCI ステージに入力
リンクを設定します。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義は、GUI の
「ORAOCI ステージ」ダイアログ・ボックスにある「入力」ページで定義します。

「入力」ページ
このタスクについて
「入力」ページには「入力名」フィールドと、「全般」、「オプション」、
「列」、「SQL」、および「トランザクション処理」のタブ、さらに「列...」と「デ
ータ参照...」のボタンがあります。

手順
1. 編集する入力リンクの名前を「入力名」リストから選択します。このリストに
は、Oracle OCI ステージへのすべての入力リンクが表示されます。
2. 「列...」をクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表示しま
す。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示したま
まにしておくことができます。
3. 「データ参照...」をクリックすると、データ・ブラウザーが呼び出されます。こ
れで、入力リンクに関連付けられているデータをデータベースで調べることがで
きます。

Oracle OCI ステージの「入力」ページの「全般」タブ
Oracle OCI ステージの入力リンクから SQL ステートメントのビルド方法を指示す
るときに、このタブを使用します。
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このタブはデフォルトで表示されます。これには次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。 SQL ステートメントのビルド方法を決めます。オプションに
は次のものがあります。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。「SQL ビルダー」ボタンと「更新アクシ
ョン」プロパティーが表示されます。これは新規ジョブのデフォルト値です。
– 「「オプション」タブと「列」タブから更新アクションを生成」。 「更新ア
クション」プロパティーが表示されます。「オプション」タブ、「列」タブ、
および「更新アクション」 の値を使用して SQL を生成します。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。ユーザー定義 SQL ステートメン
トを使用してデータを書き込みます。これは、ステージで生成されたデフォル
トの SQL ステートメントをオーバーライドします。このオプションを選択し
た場合は、「SQL」タブに SQL ステートメントを入力します。
– 「実行時にファイルから SQL をロード」。指定したファイルの内容を使用し
て、データを書き込みます。
v 「SQL ビルダー」。SQL ビルダーを開きます。
v 「更新アクション」。 どの SQL ステートメントを使用してターゲット表を更新
するかを指定します。更新アクションによっては、行の更新や削除の際にキー列
が必要になることがあります。デフォルト値はありません。希望するオプション
を、リストから選択します。
– 「表をクリアしてから行を挿入」。 表の内容を削除してから新規行を追加し
ます。トランザクション・ログを取るのでパフォーマンスは下がります。
「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。
– 「表を切り捨て後に行を挿入」。トランザクション・ログを取らずに表を切り
捨てるので、パフォーマンスは上がります。「SQL」ボタンをクリックする
と、「挿入」ページが開きます。
– 「クリアせずに行を挿入」。新規行を表に挿入します。
– 「既存の行のみを削除」。 ターゲット表の既存の行のうち、ソース・ファイ
ル内に同一キーがあるものを削除します。「SQL」ボタンをクリックすると、
「削除」ページが開きます。
– 「既存の行を完全に置換」。既存の行を削除してから、新規行を表に追加しま
す。「SQL」ボタンをクリックすると、「削除」ページが開きます。ただし、
置換を行うには、「挿入」ページも完了しておく必要があります。
– 「既存の行のみを更新」。 既存のデータ行を更新します。表に存在していな
いデータ行は無視されます。「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ペー
ジが開きます。
– 「既存の行を更新または新規行を挿入」。既存のデータ行を更新してから、新
規行を追加します。レコード数が多い場合は、更新を先にする方が、処理は速
くなります。「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きます。
ただし、置換を行うには、「挿入」ページも完了しておく必要があります。
– 「新規行を挿入または既存の行を更新」。 新規行を挿入してから、既存の行
を更新します。レコード数が少ない場合は、挿入を先にする方が、処理は速く
なります。「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。た
だし、更新を行うには、「更新」ページも完了しておく必要があります。
v 「説明」。 入力リンクの説明 (省略可能) を入れます。
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「オプション」タブ
「オプション」タブを使用して、表の作成またはドロップ、およびその他の Oracle
リンクのオプションを指定します。
v 「表名」。 データの書き込み先であるターゲットの Oracle 表の名前を指定しま
す。この表は存在しているか、「表作成アクション」リストの「DDL の生成」を
選択して作成する必要があります。実行する操作によっては、表に関する該当す
る許可または特権を付与されている必要があります。デフォルト値はありませ
ん。
「...」(「参照」ボタン) をクリックして、「リポジトリー」を参照し、表を選択
します。
v 「表作成アクション」。 「DDL の生成」が選択されている場合は、指定されて
いるデータベースにターゲット表を作成します。その際には、「列」タブにある
列定義、表名、およびターゲット表の TABLESPACE と STORAGE のプロパテ
ィーが使用されます。生成される CREATE TABLE ステートメントには
TABLESPACE と STORAGE のキーワードが含まれており、表の作成場所と
Oracle ストレージ節用のストレージ式を示します。ユーザーのスキーマには、
CREATE TABLE 特権が入っている必要があります。
独自の CREATE TABLE SQL ステートメントを指定することもできます。Oracle
形式でストレージ節を入力する必要があります。 (複雑なステートメントには、
「SQL」タブの「ユーザー定義 DDL」タブを使用してください。)
次のオプションのうちの 1 つを選択して、表を作成します。
– 「ターゲット表を作成しない」。 ターゲット表を作成しない指定なので、ダ
イアログの右側にある「表のドロップ・アクション」フィールドと「表作成プ
ロパティー」ボタンは使用不可です。
– 「DDL の生成」。 「表名」、列定義グリッド、および「表作成プロパティ
ー」ダイアログの値の情報を基に、ステージで CREATE TABLE ステートメ
ントを生成する指定です。
– 「ユーザー定義 DDL」。 適切な CREATE TABLE ステートメントをユーザ
ーが入力する指定です。
「表作成プロパティー」ダイアログを開くボタンをクリックして、DDL を生
成するための表スペースおよびストレージ式の値を表示します。
v 「表のドロップ・アクション」。 「DDL の生成」が選択されていると、ステー
ジは、ターゲット表をドロップしてから作成します。ターゲット表を作成しない
場合、このフィールドは使用不可です。リストには、「表作成アクション」リス
トと同じアイテムが表示されますが、DROP TABLE ステートメントに適用され
る点が異なります。ユーザーのスキーマには、DROP TABLE 特権が入っている
必要があります。
v 「配列サイズ」。 書き込み前に、IBM InfoSphere DataStage と Oracle との間の
1 回の呼び出しで転送される行数を指定します。データベースに Oracle が書き込
む頻度を示す正整数を入力します。デフォルト値は 1 です。つまり、各行ごとに
別のステートメントで書き込まれます。
大きい数値を指定すると、行をキャッシュに入れるためにクライアント側のメモ
リーがたくさん使用されます。実行するステートメントが少なければ、サーバー
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との往復が最小化され、パフォーマンスが最大化されます。この数値が大きすぎ
ると、クライアントはメモリー不足になることがあります。
InfoSphere DataStage がリジェクト行を処理する際には、配列サイズが影響しま
す。
v 「トランザクション・サイズ」。 このフィールドが存在するのは後方互換性のた
めですが、ステージのバージョン 3.0 以降は、このフィールドは無視されます。
新規ジョブのトランザクション・サイズは、「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」で処理されます。
v 「トランザクション分離」。 ジョブ内のトランザクションと他のトランザクショ
ンとの間の、必要な並列処理の制御を提供します。 次のトランザクションの分離
レベルのうちの 1 つを使用してください。
– 「READ COMMITTED」。 変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデ
ータに共有ロックをかけます。トランザクションで実行される各照会に提示さ
れるのは、その照会 (トランザクションではない) の開始前にコミットされた
データのみです。 Oracle 照会は、ダーティー (非コミット) データを読み取り
ません。これはデフォルト値です。
– 「SERIALIZABLE」。 変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータ
に共有ロックをかけます。「SERIALIZABLE」が選択されたトランザクション
には、そのトランザクションの開始時にコミットされている変更のみが提示さ
れます。
注: 「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」
が選択されていると、最初のリンクの「トランザクション分離」値のみがグル
ープ全体に使用されます。
v 「致命的エラーとして警告メッセージを処理」。 表へのデータ書き込み中にエラ
ーが発生した場合のステージの動作を決定します。このチェック・ボックスを選
択すると、警告メッセージは致命的エラーとしてログに記録され、ジョブは異常
終了します。エラー・メッセージの形式は次のとおりです。
ORA-xxxxx Oracle error text message and row value

チェック・ボックスが非選択状態 (デフォルト) の場合、3 つの警告メッセージが
InfoSphere DataStage ディレクター・ログ・ファイルに記録され、ジョブは続行し
ます。エラー・メッセージの形式は次のとおりです。
value of the row causing the error
ORA-xxxxx Oracle error text message
DBMS.CODE=ORA-xxxxx

リジェクト・リンク変数には、最後の警告メッセージが使用されます。リジェク
ト・リンク変数の機能を使用する場合は、このチェック・ボックスのチェック・
マークを選択解除しておく必要があります。
v 「表名と列名の大/小文字を区別」。 表名と列名で大/小文字を区別して使用でき
るようにします。 SQL ステートメント内の表名と列名を二重引用符 (" ") で囲
むことを選択します。デフォルトでは非選択状態です。

「列」タブ
入力リンクの列メタデータの表示および変更は、「列」タブで行えます。列メタデ
ータに行った変更を保存するには、「保存」ボタンを押します。既存のソース表を
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135

ロードするには、「ロード」ボタンを押します。「表定義」ウィンドウで、ロード
する適切な表を選択し、「OK」をクリックします。「選択された列」ダイアログが
表示されます。データ・タイプが正しく変換されるように、「全 Char 列で
Unicode を必ず使用」チェック・ボックスを非選択状態にします。

「SQL」タブ
「SQL」タブには、「照会」タブ、「前処理」タブ、「後処理」タブ、「生成
DDL」タブ、および「ユーザー定義 DDL」タブが含まれています。これらのタブを
使用して、ステージによって生成される SQL ステートメントと、ユーザーが入力
する SQL ステートメントを表示します。
v 「照会」。 このタブはデフォルトで表示されます。これは「全般」タブに似てい
ますが、データを Oracle に書き込むための SQL ステートメントが含まれていま
す。この基になるのは、ステージ・プロパティーとリンク・プロパティーの現行
値です。「照会タイプ」が、「カスタム SQL ステートメントを入力」または
「実行時にファイルから SQL をロード」に設定されていない場合は、これらの
ステートメントを編集できません。
v 「BEFORE」。 ジョブ・データ行をステージが処理する前に実行される SQL ス
テートメントが含まれています。「BEFORE」タブのパラメーターは、
「BEFORE SQL」と「BEFORE SQL の失敗時に続行」のグリッド・プロパティ
ーに対応します。「BEFORE SQL の失敗時に続行」プロパティーは「致命的で
ないエラーとして処理」チェック・ボックスによって表示され、この SQL ステ
ートメントはサイズ変更可能編集ボックスに入力されます。「前処理」タブと
「後処理」タブは似ています。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。
「BEFORE SQL」は実行される最初の SQL ステートメントです。ユーザーが何
を選択したかによって、「前処理」ステートメントの実行に失敗した後でジョブ
は続行するか終了します。これは、トランザクションのグループ化体系に影響し
ません。コミットまたはロールバックは、リンク単位で実行されます。
ステートメント区切り文字が 2 個のセミコロン ( ;; ) であれば、各 SQL ステー
トメントは別のトランザクションとして実行されます。セミコロン ( ; ) が区切
り文字であれば、すべての SQL ステートメントが単一トランザクションで実行
されます。
「致命的でないエラーとして処理」。これが選択されていると、「BEFORE
SQL」が原因のエラーは警告としてログに記録され、次のコマンド・バッチの処
理を続行します。実行が異なるごとに、別のトランザクションとして処理されま
す。非選択状態であれば、ジョブにとって致命的エラーと見なされて、トランザ
クション・ロールバックが行われます。トランザクションがコミットされるの
は、すべてのステートメントが正常に実行された場合のみです。
v 「AFTER」。 ジョブ・データ行をステージが処理した後で実行される SQL ス
テートメントが含まれています。このタブに関するパラメーターは、「AFTER
SQL 」と「AFTER SQL の失敗時に続行」のグリッド・プロパティーに対応しま
す。「AFTER SQL の失敗時に続行」プロパティーは「致命的でないエラーとし
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て処理」チェック・ボックスによって表示され、この SQL ステートメントはサ
イズ変更可能編集ボックスに入力されます。「BEFORE」タブと「AFTER」タブ
は似ています。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。
AFTER SQL ステートメントは、実行予定の最後の SQL ステートメントです。
ユーザーが何を選択したかによって、AFTER SQL ステートメントの実行に失敗
した後でジョブは続行するか終了します。これは、トランザクションのグループ
化体系に影響しません。コミットまたはロールバックは、リンク単位で実行され
ます。
ステートメント区切り文字が 2 個のセミコロン ( ;; ) であれば、各 SQL ステー
トメントは別のトランザクションとして実行されます。セミコロン ( ; ) が区切
り文字であれば、すべての SQL ステートメントが単一トランザクションで実行
されます。
「致命的でないエラーとして処理」の動作は、「前処理」の場合と同じです。
v 「生成 DDL」。 このタブを使用可能にするには、「オプション」タブの「表作
成 アクション」フィールドにある「DDL の生成」または「ユーザー定義
DDL」を選択します。
「CREATE TABLE ステートメント」フィールドには、CREATE TABLE ステー
トメントが表示されます。これは列メタデータ定義と、「表作成プロパティー」
ダイアログ・ボックスで提供される情報とから生成されます。 「ターゲット表を
ドロップしない」以外のオプションを「表のドロップ・アクション」リストから
選択すると、ターゲット表をドロップするための生成済み DROP TABLE ステー
トメントが「DROP ステートメント」フィールドに表示されます。
v 「ユーザー定義 DDL」。 このタブを使用可能にするには、「オプション」タブ
の「表作成アクション」または「表のドロップ・アクション」フィールドにある
「ユーザー定義 DDL」を選択します。生成 DDL ステートメントは、CREATE
TABLE ステートメントと DROP TABLE ステートメントを定義する開始点とし
て表示されます。プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキス
トはパス名と解釈され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。
「DROP TABLE ステートメント」フィールドが表示されないのは、「ユーザー
定義 DDL」が「表のドロップ・アクション」フィールドで選択されていない場合
です。「ターゲット表をドロップしない」を選択すると、「生成 DDL」タブと
「ユーザー定義 DDL」 タブの「DROP ステートメント」フィールドは空白で
す。
注: オリジナルの生成 DDL ステートメントから作成したユーザー定義 DDL ス
テートメントを変更した場合、ほかの表関連のプロパティーを変更しても、ユー
ザー定義 DDL ステートメントには反映されません。例えば、ユーザー定義 DDL
ステートメントの変更後に列グリッドに新規列を追加すると、この新規列は生成
DDL ステートメント内に現れますが、ユーザー定義 DDL ステートメント内には
現れません。
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「トランザクション処理」タブ
Oracle OCI は、トランザクション・グループ化 (つまり、Transformer ステージから
の入力リンクのグループ化) をサポートします。これにより、単一データ・ソース
に書き込み中の 1 つのトランザクションの開始、コミット、またはロールバック
を、入力リンクのグループ単位で制御できます。「失敗時」または「スキップ時」
の値を使用して、トランザクションをコミットするかどうかを指定できます。
このタブでは、ステージがデータ・ソースに書き込む際のトランザクション処理機
能を表示できます。分離レベルを選択できます。
単一リンクの場合は、「トランザクション処理」タブに次のパラメーターが含まれ
ています。
v 「トランザクションごとの行数」。 「トランザクションのグループ化有効」が非
選択状態であれば、データが表にコミットされる前に書き込む行数を、「トラン
ザクションごとの行数」に設定できます。デフォルト値は 0 です。つまり、すべ
ての 行が書き込まれてから、表にコミットされます。
「全般」タブ・ページの「トランザクション・サイズ」フィールドに値が入って
いる既存のジョブをアップグレードする場合は、その値でトランザクションごと
の行数が決まります。ただし、これは、「トランザクションごとの行数」フィー
ルドの値が 0 であることが前提です。
「トランザクションごとの行数」フィールドにゼロより大きい値が入っている
と、その値でトランザクションごとの行数が決まり、「トランザクション・サイ
ズ」フィールドに値が入っていても無視されます。
新規ジョブの作成時には、「トランザクションごとの行数」フィールドでトラン
ザクションごとの行数を設定します。「トランザクション・サイズ」フィールド
は使用しないでください。
注: Oracle OCI の前のリリースでは、手動でジョブを停止すると、保留中のトラ
ンザクションはデータベースに書き込まれていました。今は、保留中のトランザ
クション、つまり、まだコミットされていないトランザクションはロールバック
されます。
単一 Transformer ステージから複数のリンクが存在すると、「トランザクション処
理」タブに次のパラメーターが含まれます。
v 「トランザクションのグループ化有効」。 これが選択されていると、現在選択済
みの入力リンクが属すトランザクション・グループの詳細がグリッドに表示され
ます。デフォルトでは、このチェック・ボックスは非選択状態です。
「トランザクションのグループ化有効」が選択されていると、トランザクショ
ン・グループが使用できる「トランザクションごとの行数」の値は 1 のみです。
v 「入力名」。 入力リンクの名前で、編集不能です。
v 「スキップ時」。制約を満たしていないためリンクがスキップされる場合、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。
v 「失敗時」。 SQL ステートメントの実行に失敗した場合、続行するかロールバ
ックするかを指定します。
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トランザクションの処理
このタスクについて
トランザクション・グループのトランザクション制御情報を指定できます。

手順
1. 「トランザクション処理」タブをクリックします。
2. 「トランザクションのグループ化有効」を選択します。
3. トランザクション・グループには、「トランザクションごとの行数」が自動的に
1 に設定されます。ユーザーがこの設定値を変更することはできません。
4. トランザクション・グループに関する必要な詳細をグリッドで提供します。グリ
ッドには、トランザクション・グループ内のリンクごとに 1 行が設けられてい
ます。リンクはトランザクション処理順に表示されます。この順序は、先行する
Transformer ステージで設定されます。各行には次の情報が含まれています。
v 「入力名」。 入力リンクの名前で、編集不能です。
v 「スキップ時」。 制約を満たしていないためリンクがスキップされる場合、
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。制御リンク
が別のトランザクションを開始するまで、そのリンクに到着した行はスキップ
されます。リストから「続行」または「ロールバック」を選択します。
v 「失敗時」。 SQL ステートメントの実行に失敗した場合、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。

リジェクト行の処理
このタスクについて
入力リンクの処理中に、ユニーク制約違反やデータ・タイプの不一致などのさまざ
まな理由で、データベースによってデータ行がリジェクトされることがあります。
Oracle OCI ステージは、問題の行をジョブ・ログに記録します。 Oracle メッセー
ジの詳細は、Oracle データベースから返されるエラー・メッセージを参照してくだ
さい。
IBM InfoSphere DataStage には、リジェクト行処理の別の方法があります。

手順
1. 「配列サイズ」を 1 に設定します。
2. Transformer ステージを使用して、リジェクト行をリダイレクトします。

次のタスク
リジェクト行用の適切なターゲット (Sequential File ステージなど) を選択して、ジ
ョブをデザインします。問題の行値に関する問題を解決してから、このターゲット
を入力ソースとして再利用します。
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Oracle へのデータの書き込み
以下のセクションでは、生成済みまたはユーザー定義の SQL INSERT ステートメ
ント、DELETE ステートメント、または UPDATE ステートメントを使用して、
IBM InfoSphere DataStage から Oracle データベースにデータを書き込む際の違いを
説明します。

SQL ステートメントと Oracle OCI ステージ
Oracle OCI ステージの SQL ステートメントは、入力リンクと出力リンクから作成
できます。
入力リンクからは、INSERT ステートメント、UPDATE ステートメント、および
DELETE ステートメントを作成できます。出力リンクからは SELECT ステートメ
ントを作成できます。
SQL ステートメントを作成する際のオプションは、次の 4 つがあります。
v SQL ビルダーを使用する。
v OCI ステージに提供された値を基にステートメントを生成する。
v ユーザー定義 SQL ステートメントを入力する。
v 実行時にファイルから SQL ステートメントをロードする。

サーバー・ステージから SQL ビルダーの利用
グラフィカル・インターフェースを使用して SQL ステートメントを作成するに
は、SQL ビルダーを使用します。

手順
1. 入力リンクまたは出力リンクの「全般」タブから、または「SQL」タブから、
「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」を選択します。
2. 「SQL ビルダー」ボタンをクリックします。「SQL ビルダー」が開きます。

生成 SQL ステートメントの使用
このタスクについて
デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage は、作成した SQL
INSERT、DELETE、または UPDATE ステートメントを使用して Oracle 表にデー
タを書き込みます。生成済み SQL ステートメントは、このステージの入力プロパ
ティーに指定した InfoSphere DataStage の表定義および列定義を使用して自動的に
作成されます。「SQL」タブには、データを書き込む SQL ステートメントが表示
されます。

手順
1. 「照会タイプ」リストから「「オプション」タブと「列」タブから更新アクショ
ンを生成」を選択します。
2. 「更新アクション」リストから適切なオプションを選択することで、データの書
き込み方法を指定します。生成ステートメント用の次のオプションのうちの 1
つを選択します。
v 「表をクリアしてから行を挿入」
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v 「表を切り捨て後に行を挿入」
v 「クリアせずに行を挿入」
v 「既存の行のみを削除」
v 「既存の行を完全に置換」
v 「既存の行のみを更新」
v 「既存の行を更新または新規行を挿入」
v 「新規行を挿入または既存の行を更新」
v 「ユーザー定義 SQL」
v 「ユーザー定義 SQL ファイル」
個々の更新アクションの説明は、 「入力データの定義」 をお読みください。
3. 入力リンクの説明 (省略可能) を「説明」フィールドに入力します。
4. 「オプション」ページの「表名」フィールドに表名を入力します。
5. 「入力」ページの「列」タブをクリックします。「列」タブが表示されます。
6. 列グリッドを編集して、書き込む列の列定義を指定します。
ユーザーが選択した更新アクションと指定した列が使用されて、SQL ステート
メントは自動的に作成されます。
7. 「入力」ページの「SQL」タブをクリックしてから、「生成」タブをクリックす
ると、この SQL ステートメントが表示されます。このステートメントをここで
編集することはできませんが、いつでもこのタブをクリックして、生成ステート
メントの部分を選択してコピーし、ユーザー定義 SQL ステートメントに貼り付
けることができます。
8. 「OK」をクリックして「ORAOCI9 ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じま
す。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

ユーザー定義 SQL ステートメントの使用
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage によって作成された SQL ステートメントを使用してデ
ータを書き込む代わりに、ORAOCI 入力リンクごとにユーザー独自の SQL
INSERT、DELETE、または UPDATE ステートメントを入力できます。 (CREATE
TABLE などの他の SQL ステートメントは、BEFORE SQL ステートメントにのみ
含めることができます。) SQL ステートメントには、表名、実行する更新アクショ
ンのタイプ、および書き込む列を必ず含めてください。

手順
1. 「照会タイプ」リストから「カスタム SQL ステートメントを入力」を選択しま
す。
2. 「SQL」タブの「ユーザー定義」タブをクリックします。
3. ターゲットの Oracle 表にデータを書き込む SQL ステートメントを入力しま
す。このステートメントには、表名、実行する更新アクションのタイプ、および
書き込む列を含めなければなりません。入力リンクには、2 つの SQL ステート
メントのみがサポートされます。
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データを書き込む INSERT ステートメントには、ステージ入力列ごとにパラメ
ーター・マーカーとしてコロン ( : ) を付けた VALUES 節を入れなければなり
ません。 UPDATE ステートメントには、ステージ入力列ごとにパラメーター・
マーカー付きの SET 節を入れなければなりません。UPDATE ステートメントと
DELETE ステートメントには、主キー列にパラメーター・マーカーを付けた
WHERE 節を入れなければなりません。パラメーター・マーカーは、ステージ・
プロパティーにリストされた関連列と同じ順番にする必要があります。例:
insert emp (emp_no, emp_name) values (:1, :2)

2 つの SQL ステートメントを指定すると、1 つのトランザクションとして実行
されます。末尾にセミコロンを付けないでください。
行の値をパラメーターとして構文解析する機能がないので、ストアード・プロシ
ージャーを呼び出しできません。
ユーザー定義 SQL ステートメントを指定しない場合は、ステージが自動的に
SQL ステートメントを生成します。
4. 「OK」をクリックして「ORAOCI9 ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じま
す。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

出力データの定義
出力リンクは Oracle データベースから抽出するデータを指定します。出力リンクの
データも、IBM InfoSphere DataStage によって作成された SQL ステートメント、
またはユーザー定義 SQL ステートメントを使用して指定できます。これらの SQL
ステートメントには次のものがあります。
v 「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」を使用して、完全生成さ
れるもの。
v 「照会タイプ」として「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」
を使用して、列生成されるもの。
v 「照会タイプ」として「カスタム SQL ステートメントを入力」を使用して、テ
キスト全体が入力されるか編集されるもの。
v 「照会タイプ」として「実行時にファイルから SQL をロード」を使用して、フ
ァイルから入力されるもの。
SQL ビルダー・オプションの「完全生成 SQL」によるステートメントの生成は、
SQL テキストを生成する最も便利な方式です。これは、「照会タイプ」として
「SQL ビルダー・ツールを使用」を選択するとアクティブにされます (「「全般」
タブ」を参照)。 「SQL ビルダー」ダイアログ・ボックスには、Oracle データベー
スからデータを抽出する SQL ステートメントの生成に必要な情報がすべて含まれ
ています。
以降のセクションでは、GUI の「ORAOCI9 ステージ」ウィンドウの「出力」ペー
ジで定義する生成された照会またはユーザー定義照会に関して、SQL SELECT ステ
ートメントを使用する際の違いを説明します。

142

接続ガイド: Oracle データベース編

「出力」ページ
「出力」ページには、1 つのフィールドと、「全般」、「オプション」、「列」、
「選択」、および「SQL」の各タブがあります。
v 「出力名」。出力リンクの名前です。編集する出力リンクの名前を「出力名」リ
ストから選択します。このリストには、Oracle OCI ステージのすべての出力リン
クが表示されます。
v 「列...」ボタンと「データ参照...」ボタンの機能は、「入力」ページの場合と同じ
です。

Oracle OCI ステージの「出力」ページの「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、照会のタイプおよび、必要であ
れば、関連ダイアログ・ボックスを開くためのボタンが表示されます。 「全般」タ
ブには次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。 次のオプションが表示されます。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。 これは、SQL ビルダー・グラフィカル・
インターフェースを使用して SQL ステートメントを作成する指定です。この
オプションを選択すると、「SQL ビルダー」ボタンが表示されます。「SQL
ビルダー」をクリックすると、SQL ビルダーが開きます。これがデフォルト設
定です。
– 「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」。 これは、「列」タ
ブでユーザーが選択する列を基に InfoSphere DataStage が SELECT 節を生成
する指定です。このオプションを選択すると、「SQL 節」ボタンが表示され
ます。「SQL 節」をクリックすると、「SQL 節」ダイアログが開きます
(「「SQL 節」ダイアログ・ボックス」を参照)。 このダイアログ・ボックス
を使用して SQL ステートメントを洗練します。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。 これは、「SQL」タブを使用し
てカスタム SQL ステートメントを作成する指定です。「「SQL」タブ」を参
照。
– 「実行時にファイルから SQL をロード」。 これは、サーバーに存在する指
定ファイルのパス名内にある SQL 照会を使用してデータを抽出する指定で
す。照会のテキストではなく、このファイルのパス名を入力します。これを選
択することで、SQL ステートメントを編集できます。
v 「説明」。 出力リンクの説明 (省略可能) を入力できます。

「SQL 節」ダイアログ・ボックス
このダイアログ・ボックスを使用し、FROM 節、WHERE 節、または他の SQL 節
を入力します。ここには、「節」タブと「SQL」タブがあります。
v 「節」タブ。 このタブを使用して、列生成 SQL 照会を作成します。ここには、
データの条件付き抽出を行うオプションの SQL 節があります。「節」タブは、
次の 3 つのペインに分割されています。
– 「FROM 節 (表名):」。 SQL ステートメントの実行対象となる表の名前を指
定できます。「表定義」にアクセスするには、「...」(省略符号) をクリックし
ます。
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– 「WHERE 節」。 選択されるデータが満たしていなければならない基準を指
定する SQL WHERE 節を挿入できます。
– 「その他の節」。 データのソート、合計、アグリゲートを行うための、
GROUP BY、HAVING、または ORDER BY 節を入力できます。
v 「SQL」タブ。 このタブを使用して、Oracle からデータを読み取る SQL ステー
トメントを表示します。ユーザーはこれらのステートメントを編集できません
が、「コピー」を使用してこれらをクリップボードにコピーして、別の場所で利
用できます。

「オプション」タブ
このタブを使用して、トランザクション分離、配列サイズ、プリフェッチ・メモリ
ー・サイズ、および大/小文字の区別を指定します。
「オプション」タブには次のパラメーターがあります。
v 「トランザクション分離」。最良のパフォーマンスを達成するために、ジョブ内
のトランザクションと他のトランザクション間での必要な整合性と並列処理の制
御を提供するトランザクションの分離レベルを指定します。 Oracle では、照会が
読み取ったデータをほかのトランザクションが変更できるため、2 つの照会を実
行した場合、ほかのトランザクションがデータを変更している可能性がありま
す。したがって、指定の照会を 2 回実行するトランザクションは、反復不能読み
取りおよびファントムの両方になる可能性があります。次のトランザクションの
分離レベルのうちの 1 つを使用してください。
– 「READ COMMITTED」。変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデ
ータに共有ロックをかけます。トランザクションで実行される各照会に提示さ
れるのは、その照会 (トランザクションではない) の開始前にコミットされた
データのみです。 Oracle 照会は、ダーティー (つまり、非コミット) データを
読み取りません。これはデフォルト値です。
– 「SERIALIZABLE」。変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータ
に共有ロックをかけます。これで提示されるのは、トランザクションの開始時
にコミットされている変更と、トランザクション自体が INSERT、UPDATE、
および DELETE ステートメントを介して行った変更のみです。
「SERIALIZABLE」を指定したトランザクションでは、「反復不能読み取り」
または「幻像読み取り」は起こりません。
– 「READ-ONLY」。トランザクションの開始時にコミットされている変更内容
のみが提示されます。このレベルは、INSERT、UPDATE、および DELETE ス
テートメントを許可しません。
v 「配列サイズ」。データベースから一度に読み取る行数を指定します。1 回の呼
び出しでプリフェッチする行数を正整数で入力します。この値は、行のプリフェ
ッチと配列フェッチの両方に使用されます。大きい数値を指定すると、行をキャ
ッシュに入れるためにクライアント側のメモリーがたくさん使用されます。実行
するステートメントが少なければ、サーバーとの往復が最小化され、パフォーマ
ンスが最大化されます。この数値が大きすぎると、クライアントはメモリー不足
になることがあります。
v 「プリフェッチ・メモリー設定」。プリフェッチされる最上位行のメモリー・レ
ベルを設定します。詳細については Oracle の資料を参照してください。バイト数
で値を表わします (Express®)。
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v 「配列フェッチを使用不可にする」。Oracle 配列フェッチを使用可能または使用
不可にします。配列フェッチはデフォルトで使用可能になっています。配列フェ
ッチ・サイズとして、「配列サイズ」の値が使用されます。
v 「表名と列名の大/小文字を区別」。表名と列名の大/小文字を区別して使用できる
ようにします。SQL ステートメント内の表名と列名を自動的に二重引用符 (" ")
で囲むことを選択します。デフォルトでは非選択状態です。
注: 「表名と列名の大/小文字を区別」を選択した場合は、「列」タブの「出力仕
様」セルに修飾付き列名を指定する際に、これらの表名と列名を二重引用符 (" ")
で囲まなければなりません。

「列」タブ
このタブには、選択したリンクで出力されるデータの列定義が含まれます。
「列タブ」ページの動作は、ODBC ステージの「列」タブと同様ですが、さらにア
グリゲートされる列を指定します。
出力リンクの列定義には、キー・フィールドがあります。キー・フィールドは、
Transformer ステージへの 1 次入力と参照入力を結合するために使用されます。参
照出力リンクの場合、Oracle OCI キーは、SQL SELECT ステートメントの
WHERE 節を使用してデータを読み取ります。
「列」タブの「出力仕様」セルには、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーから
表定義がロードされるときに、完全修飾列名が入ります。「出力仕様」セルに値が
入っていない場合、Oracle OCI は、列名のみを使用して「SQL」タブの「生成」タ
ブに表示される SELECT ステートメントを生成します。それ以外は、「出力仕様」
セルの内容を使用します。このフォーマットは、リポジトリーで使用されているフ
ォーマットによって左右され、owner.table.name.columnname または
tablename.columnname です。
参照リンクの列定義には、キー・フィールドが必要です。キー・フィールドは、
Transformer ステージへの参照入力を結合します。 Oracle OCI キーは、SQL
SELECT ステートメントの WHERE 節を使用してデータを読み取ります。
以下については、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライア
ント・ガイド を参照してください。
v 列定義の入力方法および編集方法の説明
v キー・フィールドの指定方法および使用方法の詳細

「SQL」タブ
このタブ・ページで、Oracle からデータを読み取る SQL ステートメントを作成し
ます。これには、「照会」、「前処理」、「後処理」のタブ・ページが含まれてい
ます。
v 「照会」。 「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」または「列
リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」を選択すると、このタブは
読み取り専用になります。「照会タイプ」が、「カスタム SQL ステートメント
を入力」であれば、このタブには、Oracle からデータを読み取る際に実行される
SQL ステートメントが入っています。GUI は、開始点として、ステージによって
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生成される SQL ステートメントをこのタブに表示します。ただし、ユーザー
は、有効で適切な SQL ステートメントを入力できます。「照会タイプ」が「実
行時にファイルから SQL をロード」であれば、ファイルのパス名を入力しま
す。
v 「BEFORE」。 ジョブ・データ行をステージが処理する前に実行される SQL ス
テートメントが含まれています。「BEFORE」には、実行される最初の SQL ス
テートメントが表示されるので、BEFORE SQL ステートメントの実行が失敗し
た後でジョブを続行するか異常終了するかを指定できます。これは、トランザク
ションのグループ化体系に影響しません。コミット/ロールバックは、リンク単位
で実行されます。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。
v 「AFTER」。 ジョブ・データ行をステージが処理した後で実行される AFTER
SQL ステートメントが含まれています。これは実行される最後の SQL ステート
メントなので、AFTER SQL ステートメントの実行が失敗した後でジョブを続行
するか異常終了するかを指定できます。これは、トランザクションのグループ化
体系に影響しません。コミット/ロールバックは、リンク単位で実行されます。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。

Oracle からのデータの読み取り
以降のセクションで、Oracle データベースから IBM InfoSphere DataStageにデータ
を読み取る際の、生成された照会とユーザー定義照会の使用法の違いを説明しま
す。
参照リンクの列定義には、キー・フィールドが含まれていなければなりません。キ
ー・フィールドを使用して、Transformer ステージへの 1 次入力と参照入力を結合
します。
Oracle OCI キーは、SQL SELECT ステートメントの WHERE 節を使用してデータ
を読み取ります。

生成された照会の使用
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage は、自身が作成する完全な SQL SELECT ステートメン
トを使用して、Oracle データ・ソースからデータを抽出します。この SQL ステー
トメントは、ステージの出力プロパティーに入力された情報を基にして自動的に作
成されます。

手順
1. 「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」を選択します。
InfoSphere DataStage によって作成された SQL SELECT ステートメントによ
り、データは、Oracle データベースから抽出されます。また、「SQL 節」ボタ
ンも表示されます。
2. 「SQL 節」をクリックします。「SQL 節」ウィンドウが開きます。
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SQL SELECT ステートメントの構文は次のとおりです。
SELECT clause FROM clause
[WHERE clause]
[GROUP BY clause]
[HAVING clause]
[ORDER BY clause];

SQL SELECT ステートメントの例
SQL SELECT ステートメントには、「SQL 節」ウィンドウの「FROM 節 (表
名)」、「WHERE 節」および「その他の節」テキスト・ボックスにユーザーが入力
した内容に基づいて作成された他の必要な節も含まれています。
次に例を示します。
v Table1 の表から「Name」、「Address」、「City」、「State」、「AreaCode」、
および「Telephone Number」の列を選択します。
v 「Where 節」テキスト・ボックスで「AreaCode」に 617 の値を指定します。
v 「City」列で順番に並べることを、「その他の節」テキスト・ボックスに指定し
ます。
「SQL」タブに次の SQL ステートメントが表示されます。
SELECT Name, Address, City, State, AreaCode, Telephone
FROM Table1 WHERE AreaCode = 617 ORDER BY City;

ユーザー定義照会の使用
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage によって作成された SQL ステートメントを使用する代
わりに、Oracle OCI 出力リンクごとにユーザー独自の SQL ステートメントを入力
できます。

手順
1. 「出力」ページの「全般」タブにある「照会タイプ」リストから「カスタム
SQL ステートメントを入力」を選択します。「SQL」タブが有効になります。
2. 選択された列をユーザー定義 SQL ステートメントにドラッグして編集できま
す。出力リンクでは、1 つの SQL ステートメントのみがサポートされます。出
力リンクの表定義が正しく、期待どおりの列を表示していることを確認してくだ
さい。
3. ユーザーの入力が「FILE」で開始されていると、残りのテキストはパス名と解釈
されるので、ファイルの中に照会のテキストがあります。
4. 「OK」をクリックしてこのウィンドウを閉じます。ジョブ・デザインを保存す
ると変更が保存されます。
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DATE データ・タイプの考慮事項
Oracle DATE データ・タイプに、日付と時間情報が含まれます (Oracle には TIME
データ・タイプはありません)。IBM InfoSphere DataStage は、Oracle DATE デー
タ・タイプを Timestamp データ・タイプにマップします。これは、Oracle の
DATE メタデータ・タイプをインポートするときのデフォルト InfoSphere DataStage
データ・タイプです。
InfoSphere DataStage は、Oracle 日付の読み書き時に YYYY-MM-DD HH24:MI:SS の
変換を行います。InfoSphere DataStage データ・タイプが Timestamp の場合、
InfoSphere DataStage は、INSERT ステートメントを生成して Oracle 日付を書き込
むときに、この列に to_date 関数を使用します。InfoSphere DataStage データ・タイ
プが Timestamp または Date の場合、InfoSphere DataStage は、SELECT ステート
メントを生成して Oracle 日付を読み取るときに、この列に to_char 関数を使用し
ます。
次の例は、Oracle サーバーに DATE データ・タイプで表を作成します。インポー
トされた InfoSphere DataStage データ・タイプは Timestamp です。
create table dsdate (one date);

Oracle OCI ステージが入力リンクまたは出力リンクのいずれで使用されているかに
よって、この結果は異なります。
v 入力リンク。 ステージは次の SQL ステートメントを生成します。
insert into dsdate(one) values(TO_DATE(:1, ’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))

v 出力リンク。 ステージは次の SQL ステートメントを生成します。
select TO_CHAR(one, ’YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’) FROM dsdate

Oracle データ・タイプのサポート
次の表で Oracle データ・タイプのサポートを説明します。 Oracle 表用の IBM
InfoSphere DataStage 表定義を作成するときは、SQL タイプ、長さ、およびスケー
ル属性を説明されているとおりに指定します。

文字データのタイプ
次の表に、Oracle の文字データ・タイプ、その IBM InfoSphere DataStage SQL タ
イプの定義、および、指定する必要がある、対応する長さ属性を要約します。
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表 18. Oracle の文字データ・タイプとそれに対応する InfoSphere DataStage のデータ・タイ
プ
Oracle のデータ・タ
イプ

InfoSphere
DataStageSQL タイ
プ

長さ

注釈

CHAR (size)

Char (size)

size

長さが size の固定長
文字データ。
表内のどの行も固定
長 (末尾にスペースを
付ける)。最大サイズ
は 255 バイト/行、デ
フォルトのサイズは
1 バイト/行。

VARCHAR2 (size)

VarChar (size)

size

可変長文字データ。
最大サイズ size を必
ず指定。
VarChar は各行ごと
に可変で、最大 2000
バイト/行。

数値データのタイプ
以下の表に Oracle の NUMBER データ・タイプ、その IBM InfoSphere DataStage
SQL タイプの定義、および、指定する必要がある、対応する長さ属性およびスケー
ル属性を要約します。
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表 19. Oracle の数値データ・タイプとそれに対応する InfoSphere DataStage のデータ・タイ
プ
Oracle のデー
タ・タイプ
NUMBER (p,s)

InfoSphere
DataStageSQL
タイプ
Decimal Double
Float Numeric
Integer Real

長さ

スケール

注釈

p p

s s

InfoSphere
DataStage SQL
タイプ定義のど
れが使用される
かは、表内の列
のアプリケーシ
ョン (つまり、
列の使われ方)
によって異な
る。
Decimal 値の最
大精度は 38
桁。 Decimal と
Numeric は同義
語。Oracle
NUMBER 値の全
範囲が、精度を
落とさずにサポ
ートされる。

Oracle の追加の Numeric データ・タイプ
以下の表は、Oracle の追加の数値データ・タイプとその IBM InfoSphere DataStage
SQL タイプ定義を要約したものです。
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表 20. 追加の数値データ・タイプと InfoSphere DataStageでのその対応するデータ・タイプ
Oracle のデータ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL タ
イプ
注釈

BINARY_DOUBLE

Double

v 表が読み取られるときに
は、InfoSphere DataStage
は、列のデータ・タイプを
BINARY_DOUBLE から
SQL_DOUBLE に変換す
る。
v 表が更新されるときには、
InfoSphere DataStage は、
列のデータ・タイプを
SQL_DOUBLE から
BINARY_DOUBLE に変換
する。
注: 次の手順を実行して、ソ
ース列のデータ・タイプを決
める。メタデータ定義のイン
ポート時には、「インポー
ト」 >「表定義」>「プラグ
イン・メタデータ定義」を選
択する。 「ORAOCI9」を選
択する。「列説明を含める」
を選択すると、メタデータの
インポートに「列」タブにあ
る説明列が含まれる。
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表 20. 追加の数値データ・タイプと InfoSphere DataStageでのその対応するデータ・タイプ
(続き)
Oracle のデータ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL タ
イプ
注釈

BINARY_FLOAT

Float

v 表が読み取られるときに
は、InfoSphere DataStage
は、列のデータ・タイプを
BINARY_FLOAT または
FLOAT を SQL_FLOAT
に変換する。
注: 次の手順を実行して、
ソース列のデータ・タイプ
を決める。メタデータ定義
のインポート時には、「イ
ンポート」 >「表定義」
>「プラグイン・メタデー
タ定義」を選択する。
「ORAOCI9」を選択す
る。「列説明を含める」を
選択すると、メタデータの
インポートに「列」タブに
ある説明列が含まれる。
v 表が更新されるときには、
InfoSphere DataStage は、
列のデータ・タイプを
SQL_FLOAT から
BINARY_FLOAT または
FLOAT のいずれかに変換
する。BINARY_FLOAT を
表すには、キーワード
BINARY_FLOAT を
「列」タブの列の説明フィ
ールドのどこかに入れる。
BINARY_FLOAT がある
と、InfoSphere DataStage
は、SQL_FLOAT を
BINARY_FLOAT に変換す
る。BINARY_FLOAT が
ないと、InfoSphere
DataStage は、SQL_FLOAT
を FLOAT (精度付き) に
変換する。

Date データ・タイプ
以下の表は、Oracle の DATE データ・タイプと IBM InfoSphere DataStage SQL タ
イプ定義を要約したものです。
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表 21. Oracle の日付データ・タイプとそれに対応する InfoSphere DataStage's のデータ・タ
イプ
Oracle のデータ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL タ
イプ
注釈

DATE

Timestamp

InfoSphere DataStage のデフ
ォルトのデータ・タイプ
Timestamp のデフォルトのフ
ォーマットは、YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS です。
InfoSphere DataStage デー
タ・タイプが Timestamp の
場合、InfoSphere DataStage
は、INSERT ステートメント
を生成して Oracle 日付を書
き込むときに、この列に
to_date 関数を使用します。
InfoSphere DataStage デー
タ・タイプが Timestamp ま
たは Date の場合、InfoSphere
DataStage は、SELECT ステ
ートメントを生成して Oracle
日付を読み取るときに、この
列に to_char 関数を使用しま
す。
詳しくは、「DATE データ・
タイプの考慮事項」を参照。

その他のデータ・タイプ
以下の表は、Oracle のその他のデータ・タイプと IBM InfoSphere DataStage SQL
タイプ定義を要約したものです。
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表 22. Oracle のその他のデータ・タイプとそれに対応する InfoSphere DataStage's のデー
タ・タイプ
Oracle のデータ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL タ
イプ
注釈

CLOB

SQL_LONGVARCHAR

Oracle OCI ステージは、精
度が 4KB より大きい
LONGVARCHAR データ・タ
イプを Oracle の CLOB デー
タ・タイプにマッピングする
ことで、CLOB データ・タイ
プをサポートする。CLOB 列
定義を処理するには、「列」
タブで InfoSphere DataStage
の LONGVARCHAR を列の
データ・タイプとして選択
し、4 KB より大きい長さを
指定する。InfoSphere
DataStage でサポートされる
最大サイズは 2 GB。デー
タ・タイプが CLOB の列
は、キーとして使用できな
い。

サポートされない Oracle データ・タイプのリストについては、「Oracle OCI ステ
ージの機能」を参照してください。

$ 文字と # 文字の取り扱い
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage は、InfoSphere DataStage の予約文字である # と $ を表
名および列名で使用する Oracle OCI データベースを扱えるように変更されていま
す。 InfoSphere DataStage は、この文字を内部フォーマットに変換し、必要に応じ
て元に戻します。
この機能を利用するには、次の操作を行う必要があります。
v InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター で、該当するプロジ
ェクトの「環境変数」ダイアログ・ボックスを開き、環境変数
DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT を true に設定します (これは、
「全般¥カスタマイズ・ブランチ」にあります)。
v Oracle の表名または列名では「__035__」と「__036__」のストリングを使用しな
いでください。 「__035__」は # の内部表記で、「__036__」は $ の内部表記で
す。
メタデータのインポートには、ステージの「メタデータのインポート・ツール」を
使用し、手作業での編集を避けてください (これによって、誤りや混乱が起こるリ
スクは少なくなります)。
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いったん表定義がロードされると、表定義とデータ・ブラウザーの両方には、元の
Oracle 名ではなく内部の表名と列名が表示されます。内部列名は出力仕様と式にも
使用されます。ただし、元の名前 (つまり $ や # を含む名前) は生成された SQL
ステートメントで使用されます。また、自分でジョブに SQL を入力する場合は元
の名前を使用する必要があります。
サーバー・ジョブで Oracle OCI ステージを使用しており、 Oracle 列を含む SQL
ステートメントを入力する場合は、外部名を使用します。ステージ内の列は、
:1、:2、以下同様 (パラメーター・マーカー) で表され、Oracle 列に順にバインドさ
れるので、これらの名前の入力で悩む必要はありません。これは次のものに適用さ
れます。
v 照会
v 更新
v 挿入
v キー
v 選択
v WHERE 節
例えば、更新の場合は次のように入力できます。
UPDATE tablename SET ##B$ = :1 WHERE

$A# = :2

このステートメントのキー ($A#) が、外部名で指定されていることに注目してくだ
さい。
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第 6 章 Oracle OCI Load ステージ
Oracle OCI Load は、外部ファイルから Oracle 表にデータをロードするパッシブ・
ステージです。Oracle データベースはローカル側またはリモート側に置けます。こ
のステージは、1 つのストリーム入力リンクがあるだけで、出力リンクも出力参照
リンクもありません。入力リンクは、Oracle ダイレクト・パス・ロードを使用して
Oracle 表にロードする、データ行ストリームを提供します。この入力リンクは、
IBM InfoSphere DataStage ジョブの 1 つのバルク・ロード・セッションに対応しま
す。別のロード・モードを使用することもできます。
Oracle 呼び出しインターフェース (OCI) は、Oracle サーバーの直接ブロック・フォ
ーマッターにアクセスする直接パス・ロード呼び出しをサポートします。この呼び
出しは、Oracle SQL*Loader ユーティリティーの機能を実行します。これで、外部
ファイルから Oracle データベース・オブジェクト (表、またはパーティション化さ
れた表のパーティション) に、自動モードでデータを直ちにロードできます。

Oracle OCI Load ステージの機能
Oracle OCI Load ステージには次の機能があります。
v ストリーム入力リンクからのバルク・ロードにより、ローカル側またはリモート
側にあるターゲット表にデータ行を提供。
v 即時ロードおよび遅延ロード。
v データをターゲット表にロードする方法を指定するロード・アクション。
v パーティション・ロードまたは表ロード。
v NLS (各国語サポート)。
次の機能はサポートされません。
v 出力リンクまたは出力参照リンク。
v 表定義のインポート。
v 秒の小数部付き TIMESTAMP データ・タイプの使用。例えば、hh:mm:ss:ff。代わ
りに CHAR データ・タイプを使用します。

Oracle OCI load ステージの構成要件
IBM InfoSphere DataStage リリースに関する最新の情報については、プラットフォ
ームのオンライン readme.txt ファイルを参照してください。 Oracle OCI load ステ
ージには、InfoSphere DataStage および Oracle enterprise エディションの以下の構成
が必要です。
v InfoSphere DataStage
– InfoSphere DataStage 構成要件については、IBM InfoSphere Information Server
プランニング、インストール、および構成ガイドを参照してください。
v Oracle クライアント
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– あるバージョンの Oracle クライアントを InfoSphere DataStage サーバーで使
用します。
注: Oracle ダイレクト・パス・ロードの場合は、クライアントのバージョンはサー
バーのバージョン以前でなければなりません。$ORACLE_HOME/lib および
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリー内のライブラリーを使用するための読み取り
および実行許可と、$ORACLE_HOME 内のすべてのファイルの読み取り許可が必要
です。この許可がない場合は、Oracle OCI load ステージを使用して Oracle に接続
する際に問題が発生することがあります。

プラットフォーム
正常に実行するためには、Oracle クライアント・マシンとサーバー・マシンのオペ
レーティング・システムのタイプは同じでなければなりません。つまり、UNIX と
UNIX、または Windows 2000 と Windows 2000 の組み合わせにします。Oracle ク
ライアント・マシンと Oracle サーバー・マシンのプラットフォームが UNIX と
Windows の混合であると、IBM InfoSphere DataStage のジョブは失敗します。例え
ば、Oracle クライアントが UNIX ワークステーション上にあり、Oracle サーバー
が Windows 2000 ワークステーション上にある場合などです。

Oracle Enterprise Manager
Oracle Enterprise Manager を Oracle クライアントと同じワークステーションにイン
ストールする場合は、Oracle サーバーのホーム・ディレクトリーを Oracle
Enterprise Manager のホーム・ディレクトリーより先に置く必要があります。 PATH
システム環境変数の設定値が正しいことを確認してください。例えば、次のように
なっている必要があります。
d:¥ oraclehome ¥bin;d:¥ oraclemanager ¥bin

oraclehome は Oracle ソフトウェアがインストールされている場所です。
oraclemanager は、Oracle Enterprise Manager のホーム・ディレクトリーの名前で
す。
システム環境変数の値を変更した場合は、システム・リブートをしないと、その変
数値は有効になりません。
データベース別名のセットアップおよび追加のために、SQL*Net Easy Configuration
などの構成プログラムを使用して SQL*Net を構成する必要もあります。

ロード・モード
ロード・モードは、データをターゲット・ファイルにロードする際に、自動モード
でするのか手動モードでするのかを指定します。「ロード・モード」プロパティー
では、Oracle データベースに直ちにデータを追加するのかまたは、制御ファイルと
データ・ファイルを生成しておき、後でデータベースにデータを追加するのかを指
定します。ロード・モードには自動モードと手動モードがあります。
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自動ロード・モード
自動ロードは、デフォルト値であり、IBM InfoSphere DataStage ジョブの実行中に
データをロードします。ソース・データをロード後、ステージは直ちに Oracle デー
タベースにデータを追加します。自動データ・ロードが行われるのは、InfoSphere
DataStage サーバーと Oracle サーバーが同じシステム上にある場合か、Oracle サー
バーがリモート側にあり、そのオペレーティング・システムが InfoSphere DataStage
サーバーと同じである場合です。

手動ロード・モード
データ・ファイル、制御ファイル、またはその両方を変更してから別のシステムに
移した後で実際のロード処理をするには、手動ロードを使用します。データのロー
ドを遅らせるには、手動モードを使用します。データのロードに必要なデータ・フ
ァイルと制御ファイルは、ASCII ファイルに書き込まれます。データ・ファイルと
制御ファイルは、後でデータをロードするのに使用されます。

Oracle データベースのロード
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーを使用して、次のステップを
実行します。

手順
1. Oracle OCI Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. Oracle OCI Load ステージをそのデータ・ソースにリンク
3. 「列」タブを使用して、列定義を指定
4. 適切なロード・モードの決定。 (「ロード・モード」 で説明)
5. 適切なプロパティー値を「ステージ」タブに追加 (「プロパティー」で説明)
6. ジョブのコンパイル
7. ジョブのコンパイルが正常に終了したならば、次の操作のうちの 1 つを選択
v InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー内からジョブ実行
v InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクターを使用してジョブを実行ま
たはスケジュール
8. ジョブが正しくコンパイルされなかった場合は、エラーを修正して、リコンパイ
ルします。
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プロパティー
「プロパティー」タブを使用して、ロード処理を指定します。
ステージ・プロパティーそれぞれは、発生順に記載されています。
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プロンプト

タイプ

サービス名

ストリング

Oracle サービスの名
前。論理上、データ
ベースをこのように
表示し、これでデー
タベースをクライア
ントに提示します。
サービス名は、グロ
ーバル・データベー
ス名であるストリン
グです。つまり、デ
ータベース名とドメ
イン・ネームから構
成される名前で、イ
ンストール時または
データベースの作成
時に入力されます。

ユーザー名

ストリング

サービスに接続する
ためのユーザー名。

パスワード

ストリング

「ユーザー名」に関
するパスワード。

表名

ストリング

ファイルのロード先
であるターゲットの
Oracle 表の名前。

スキーマ名

ストリング

ロードされる表が存
在しているスキーマ
の名前。指定されて
いなければ、スキー
マ名は「ユーザー
名」になります。

パーティション名

ストリング

ロードされる表に属
すパーティションま
たはサブパーティシ
ョンの名前。指定さ
れていない場合は、
表全体がロードされ
ます。名前は、パー
ティションまたはサ
ブパーティションの
有効な名前でなけれ
ばなりません。
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デフォルト

説明

プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

日付形式

String List

DD-MON-YYYY

使用する日付形式。
次の値のうちのいず
れかを使用。
DD.MM.YYYY
YYYY-MM-DD
DD-MON-YYYY
MM/DD/YYYY

時刻形式

String List

hh24:mi:ss

使用する時刻形式。
次の値のうちのいず
れかを使用。
hh24:mi:ss
hh:mi:ss am

最大レコード数

Long

100

バッチでの入力レコ
ードの最大数を指定
します。このプロパ
ティーが使用される
のは、「ロード・モ
ード」が「自動」に
設定されている場合
のみです。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ロード・モード

String List

自動

データをターゲッ
ト・ファイルにロー
ドする方式。このプ
ロパティーでは、
Oracle データベース
にデータを追加する
のかまたは、データ
ベースにデータを追
加するための制御フ
ァイルとデータ ・フ
ァイルを生成するの
かを指定します。次
の値のうちのいずれ
かを使用。
自動 (即時モード)。
ソース・データをロ
ード後、ステージは
直ちに Oracle データ
ベースにデータを追
加します。自動デー
タ・ロードが起こる
のは、IBM InfoSphere
DataStage サーバーが
Oracle サーバーと同
じシステムに存在す
る場合のみです。
手動 (遅延モード)。
ステージが生成する
制御ファイルとデー
タ・ファイルの編集
や実行は、Oracle の
どのホスト・システ
ムでも行えます。ス
テージは Oracle サー
バーとの接続を確立
しません。

ディレクトリー・パ
ス
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ストリング

Oracle SQL*Loader
ファイルが生成され
るディレクトリーの
パス名。このプロパ
ティーが使用される
のは、「ロード・モ
ード」が「手動」に
設定されている場合
のみです。

プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

制御ファイル名

ストリング

servicename_
tablename.ctl

「ロード・モード」
が「手動」に設定さ
れているときに生成
される Oracle
SQL*Loader 制御ファ
イルの名前。このテ
キスト・ファイルに
はコマンド・シーケ
ンスが入っており、
それによって、デー
タを検索する場所、
データの構文解析と
解釈の方法、および
データの挿入位置が
指示されます。ユー
ザーは、Oracle のど
のホスト・システム
でもこのファイルを
変更し実行すること
ができます。このフ
ァイルの拡張子は .ctl
です。

データ・ファイル名

ストリング

servicename_
tablename.dat

「ロード・モード」
が「手動」に設定さ
れているときに生成
される Oracle
SQL*Loader 順次デー
タ・ファイルの名
前。このファイルの
拡張子は .dat です。

区切り文字

ストリング

, (コンマ)

ローダー入力データ
のフィールド間を区
切る文字。

ブランクを保持

String List

いいえ

データ・ファイル内
にブランクを保持す
るかどうかを
SQL*Loader に指示す
るインジケーター。
「いいえ」であれ
ば、SQL*Loader はブ
ランクを NULL とし
て処理します。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

列名で大/小文字を区
別

String List

いいえ

列名として大/小文字
の両方を使用できる
かどうかを示すイン
ジケーター。「いい
え」であれば、すべ
ての列名は大文字と
して処理されます。
「はい」であれば、
大/小文字を組み合わ
せて使用できます。
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第 7 章 SQL ステートメントのビルド
データベースに対して実行する SQL ステートメントを構成するには、SQL ビルダ
ーのグラフィカル・インターフェースを使用します。
以下のタイプの SQL ステートメントを構成できます。
表 23. SQL ステートメント・タイプ
SQL ステートメント

説明

SELECT

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

INSERT

データベース表に行を挿入します。

UPDATE

データベース表の既存の行を更新します。

DELETE

データベース表から行を削除します。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

列別名
これにより、列の別名を指定できます。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

「完全一致」。照会は、指定した値との完全一致を要求します。

–

「先頭」。照会は、指定した値で開始する行と一致します。

–

「末尾」。照会は、指定した値で終了する行と一致します。

–

「含む」。照会は、指定した値がその中のどこかに含まれる行と一致しま
す。

v LIKE 値。LIKE 述部がマッチングを試行する値を指定します。

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

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

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

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

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

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

CASE 述部を選択した場合、式エディターには次のフィールドが含まれます。
v 「CASE 式」。これは、CASE ステートメントの subject です。上記で 2 番目の
構文 (CASE subject WHEN) を使用する場合に、これを指定します。デフォルト
で、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択でき
ます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックしま
す。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメータ
ーの指定ができます。
v 「WHEN」。CASE ステートメントの condition または match value を指定でき
ます。デフォルトで、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表
から列を選択できます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタン
をクリックします。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョ
ブ・パラメーターの指定ができます。メインの式エディターにアクセスするに
は、メニューから CASE 式エディターを選択します。これにより、比較などの式
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を指定できます。一般に、これは第 1 の構文例で使用します。例えば、式
WHEN grade=3 THEN 'first class' において、condition として grade=3 を指定し
ます。
v 「THEN」。CASE 式の value の部分を指定します。デフォルトで、このフィー
ルドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択できます。別のもの
を選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックします。これにより、
データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメーターの指定ができま
す。
v 「追加」。これをクリックすると、CASE 式が照会に追加されます。「WHEN」
フィールドと「THEN」フィールドがクリアされ、別の CASE 式を指定できるよ
うになります。
v 「ELSE」式。 CASE 式でオプションの ELSE 部分の value を指定します。

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

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

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

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

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

左外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」を選択します。

–

右外部結合を指定する場合は「右の表名からすべての行」を選択します。

–

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

v 「結合」アイコン。指定した結合のタイプが表示されます。

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

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

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011

189

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。大括弧で囲まれていない引数は必須です。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

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

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

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 24. 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 25. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

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

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

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
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。
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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。

製品のアクセシビリティー

パラメーター
表名 21

34

コネクターを使用するためのマイグレーシ
ョン

コネクター・マイグレーション・ツールの
ユーザー・インターフェース 2

14

値

コマンド
埋め込み文字

62

空ストリング
テキスト 62
引用符

62

構文

コンテナー
61

ウェーブの終わりマーカー
構成 45
エラー条件
構成 50, 57
お客様サポート 195
「オプション」カテゴリー

1

コネクターを使用するためのマイグレ
ーション 2, 4

［サ行］
116, 125

［カ行］

サーバー・ステージ
SQL ビルダー 140
サービス
接続対象

32

外部ファイルからのバルク・ロード
Oracle OCI Load ステージ 157, 160

デフォルト
再実行ログ
管理 57

書き込み
構成 11
パーティション化
参照： パーティション書き込み
パラレル
参照： パラレル書き込み
必須のリンク 17
書き込みモード
指定 38
タイプの説明 38
環境変数
説明 93
必須 9
行
プリフェッチ 44
リジェクト済み、管理 40
構成 50
手動モード 60
バルク・ロード・オプション 60
Oracle コネクター 9
「高度」タブ 109
構文
簡易接続ストリング 32
コマンド・ライン 191

索引
再作成 57
バルク・ロードと 57
索引構成表 (Oracle) 101, 117
サポート
お客様 195
自動ロード、Oracle OCI Load 159
「出力」ページ 121
出力リンクの「プロパティー」タブ 122
ジョブ 1
コネクターを使用するためのマイグレ
ーション 2, 4
コンパイル 43
作成 10, 11, 12, 17
実行 43
失敗の制御 68
制約の構成 18
パラメーターの指定 18
スクリプト
例外表 54
ステージ
パレットに追加 7
ステージ、パレット上にない 7
「ステージ」ページ 109
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Oracle ステージの出力 122
Oracle ステージの入力 111
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