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第 1 章 概要
Classic Federation Enterprise ステージは接続ステージです。Classic Federation
Enterprise ステージを使用して、Classic Federation Server からのデータの読み取
り、または Classic Federation Server へのデータの書き込みを行います。これに加え
て、このステージでは、更新、挿入、およびルックアップの処理を実行できます。
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第 2 章 Classic Federation Enterprise ステージの処理
Classic Federation Enterprise ステージを使用して、データベース処理を実行できま
す。
このステージを使用して、次のデータベース処理を実行できます。
v 読み取り処理
v 書き込み処理
v 更新および挿入処理
v ルックアップ処理

読み取り処理
ステージは、外部データ・ソースからデータを読み取り、DataStage 出力リソースに
データを書き出します。

書き込み処理
ステージは、外部データ・ソースへの接続を構成し、表にレコードを挿入します。
単一の入力リソースからレコードを読み取ることができます。ClassicFedWrite 処理
によって、データ・セットのレコードが表に挿入される方法が決まります。

更新および挿入処理
ステージは、以下の更新および挿入処理を実行します。
v 外部データ・ソース表にレコードを挿入します
v 外部データ・ソース表のレコードを更新します
v 外部データ・ソース表からレコードを削除します
v 外部データ・ソース表にレコードを挿入した後、それを更新します
v レコードを更新した後、それを外部データ・ソース表に挿入します
フィールド名に基づいてレコードをマッチングできます。

ルックアップ処理
ステージは、1 つ以上の外部データ・ソース表と DataStage 入力リソースとの間で
結合処理を行うことによって ClassicFedLookup 処理を実行します。データ出力は
DataStage データ・セットです。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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第 3 章 Classic Federation Enterprise ステージの作業
このタスクについて
DataStage ジョブで Classic Federation Enterprise ステージを使用するには、適切な
ステージ・プロパティーを設定する必要があります。ステージ・プロパティーは、
ステージ・エディターが提供するオプションを使用して編集できます。
ステージ・エディターを開くには
v DataStage パラレル・ジョブのデザイナー・キャンバスで、データ・ソースまたは
出力リソースのアイコンをダブルクリックします。

「ステージ」ページ
「ステージ」ページには、「全般」、「高度」、および「NLS マップ」のタブがあ
ります。これらのタブを使用して、ステージのプロパティーを指定できます。

「全般」タブ
「全般」タブで、ステージの説明 (オプション) を指定します。

「高度」タブ
「高度」タブのプロパティーは、ステージの動作を決定します。一部の高度プロパ
ティーはデフォルトで設定されており、そのようなプロパティーの値は変更できま
せん。以下に各プロパティーを説明します。
v 「実行モード」。DataStage ジョブをパラレル・モードまたは順次モードのどちら
で実行するかを指定します。「実行モード」プロパティーの値はデフォルトで設
定されており、変更できません。ステージが 1 つのファイルのみを処理し、1 つ
の読取機構がある場合、実行モードは順次です。そうでない場合、実行モードは
パラレルです。
v 「結合可能モード」。デフォルトの「自動」モードでは、パフォーマンスを向上
させるために、パラレル・ステージの下にあるオペレーターが同じプロセスで実
行されるように結合されます。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」モードを指定します。
「設定」を選択すると、読み取り処理は、次のステージにパーティションの保持
の要求を送信します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。グリッドで指定されるノード・プールと
リソース・プールに対し、パラレルな実行を強制します。グリッドを使用して、
ノード・プールとリソース・プールを選択します。選択は、構成ファイルから設
定されます。

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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v 「ノード・マップの制約」。定義されたノード・マップのノードに、パラレルな
実行を強制します。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」ウ
ィンドウからノードを選択します。

「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブで、ユーザーが定義した文字セット・マップは、プロジェクト
またはジョブのデフォルトの文字セット・マップにオーバーライドします。ジョブ
がパラメーターとして各国語サポート (NLS) マップを必要とする場合は、マップが
ジョブ・パラメーターとして提供されることを指定します。

更新および挿入処理の「入力」ページ
「入力」ページで、ステージからリモート・ホストへ ODBC プロトコルを使用して
データを転送する方法を指定します。「全般」タブ、「プロパティー」タブ、「パ
ーティション」タブ、「列」タブ、「高度」タブ、および「列」ボタンを使用し
て、適切なプロパティーを設定できます。
classicfedwrite 処理と classicfedupsert 処理では、「全般」タブ、「パーティショ
ン」タブ、「列」タブ、および「高度」タブの使用法は類似しています。
classicfedwrite 処理と classicfedupsert 処理では「プロパティー」タブと「列」ボタ
ンに異なる値を指定する必要があります。以下の表に、プロパティーとその属性を
リストします。
表 1. classicfedupsert 処理の「入力」ページの「ターゲット」カテゴリー・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須 ?

繰り返し?

従属プロパテ
ィー

表

表名

N/A

はい

いいえ

N/A

書き込み方式

v アップサー 書き込み
ト

はい

いいえ

N/A

v 書き込み
INSERT ステ
ートメント

N/A

はい

いいえ

書き込み方式

UPDATE SQL UPDATE ス
テートメント

N/A

はい

いいえ

書き込み方式

アップサート
方式

自動生成
SQL

はい

いいえ

書き込み方式

INSERT SQL

v 自動生成
SQL
v ユーザー定
義 SQL
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表 1. classicfedupsert 処理の「入力」ページの「ターゲット」カテゴリー・プロパティー (続
き)
プロパティー

値

デフォルト値

アップサー
ト・モード

v 挿入してか 挿入してから
更新
ら更新

必須 ?

繰り返し?

従属プロパテ
ィー

はい

いいえ

書き込み方式

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

表 2. classicfedupsert 処理の「入力」ページの「接続」カテゴリー・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須

繰り返し?

従属プロパテ
ィー

データ・ソー
ス

データ・ソー
ス名

N/A

はい

いいえ

N/A

ユーザー

ユーザー名

N/A

はい

いいえ

データ・ソー
ス

パスワード

パスワード

N/A

はい

いいえ

データ・ソー
ス

表 3. classicfedupsert 処理の「入力」ページの「オプション」カテゴリー・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須

繰り返し

従属プロパテ
ィー

挿入配列サイ
ズ

整数

2000

いいえ

いいえ

N/A

オープン・コ
マンド

SQL ステー
トメント

いいえ

いいえ

いいえ

N/A

クローズ・コ
マンド

SQL ステー
トメント

いいえ

いいえ

いいえ

N/A

行コミット間
隔

整数

N/A

いいえ

いいえ

挿入配列サイ
ズ

リジェクト・
レコードを出
力

v 真

偽

いいえ

いいえ

書き込み方式

v 偽

第 3 章 Classic Federation Enterprise ステージの作業
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関連資料
『書き込み処理の「入力」ページ』

書き込み処理の「入力」ページ
「入力」ページで、classicfedwrite オペレーションを実行する際のプロパティーを指
定します。

「全般」タブ
「全般」タブで、入力リンクの説明 (オプション) を指定します。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、入力リンクのプロパティーを指定します。プロパティー
は、データ・ソース、データに対して行われるオペレーション、出力リソースなど
を判別します。以下の表に、プロパティーとその属性をリストします。表の後に、
各プロパティーの詳細を説明します。
表 4. classicfedwrite オペレーションの「入力」ページの「ターゲット」カテゴリー・プロパ
ティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須 ?

従属プロパティ
ー

表

表名

N/A

はい

N/A

書き込み方式

v アップサート

書き込み

はい

N/A

追加

はい

N/A

v 書き込み
書き込みモード

v 追加
v 作成
v 置換
v 切り捨て

表 5. classicfedwrite オペレーションの「入力」ページの「接続」カテゴリー・プロパティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須

従属プロパティ
ー

データ・ソース

データ・ソース
名

N/A

はい

N/A

ユーザー

ユーザー名

N/A

はい

データ・ソース

パスワード

パスワード

N/A

はい

データ・ソース

表 6. classicfedwrite オペレーションの「入力」ページの「オプション」カテゴリー・プロパ
ティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須

従属プロパティ
ー

挿入配列サイズ

整数

2000

いいえ

N/A

列名を切り捨て

v 偽

偽

はい

N/A

v 真
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表 6. classicfedwrite オペレーションの「入力」ページの「オプション」カテゴリー・プロパ
ティー (続き)
プロパティー

値

デフォルト値

必須

従属プロパティ
ー

オープン・コマ
ンド

SQL ステートメ
ント

いいえ

いいえ

N/A

クローズ・コマ
ンド

SQL ステートメ
ント

いいえ

いいえ

N/A

分離レベル

v READ
UNCOMMITTED

READ
いいえ
UNCOMMITTED

N/A

v READ
COMMITTED
v REPEATABLE
READ
v
SERIALIZABLE
CREATE ステー
トメント

ストリング

N/A

いいえ

書き込み方式、
書き込みモード

行コミット間隔

整数

N/A

いいえ

挿入配列サイズ

不一致の列をド
ロップ

v 偽

偽

いいえ

N/A

区切り文字

ASCII 文字

@

いいえ

N/A

v 真

「ターゲット」カテゴリー
「表」、「書き込み方式」および「書き込みモード」の値を指定します。
表 ステージをリモート・ホストにあるターゲット・ファイルに接続する際の適切な
値を指定します。
書き込み方式
データの書き込み方法およびエクスポート方法を指定します。
書き込みモード
ステージが単一の表にデータを書き込むあるいはエクスポートすることを指定し
ます。データ・ソースのレコードを宛先表にどのように挿入するかを定義しま
す。「書き込みモード」には、以下のいずれかの値を設定します。各モードとも
特定のユーザー特権を必要とします。
v 追加 - これはデフォルト・モードです。新しい行を既存の宛先表に追加しま
す。 宛先表は存在していなければなりません。また、データ・セットのレコ
ード・スキーマは表のスキーマと互換性がなければなりません。既存表のス
キーマにより、ステージの入力インターフェースが決まります。
v 作成 - 新しい宛先表を作成します。作成しようとしている表と同じ名前の表
が存在する場合、オペレーションは終了し、エラー・メッセージが表示され
ます。 DataStage データ・セットのスキーマにより、新しい表のスキーマが
決まります。表は、単純なデフォルトのプロパティーを使用して作成されま
す。デフォルトのプロパティー以外のプロパティー (パーティション、索引な
第 3 章 Classic Federation Enterprise ステージの作業
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ど) を指定する場合、またはデフォルト以外の表スペースに表を作成する場合
は、- createtable ステートメントで -createstmt オプションを使用してく
ださい。
v 置換 - 既存の宛先表を置き換えます。 ClassicFedWrite オペレーションは、
宛先表として指定されている表をドロップし、新しい表に置き換えます。作
成しようとしている表と同じ名前の表が存在する場合、その表は上書きされ
ます。 DataStage データ・セットのスキーマにより、新しい表のスキーマが
決まります。
v 切り捨て - 宛先表を必要とします。ClassicFedWrite オペレーションは、宛先
表の属性を保持しますが、既存レコードを廃棄して、新規レコードを追加し
ます。既存表のスキーマにより、ステージの入力インターフェースが決まり
ます。
「接続」カテゴリー
「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザー」の値を指定します。
データ・ソース
このプロパティーは必須です。以下のいずれかの方法でデータベース接続を指定
します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたダイアログが表示されま
す。ジョブに新規パラメーターを作成する場合は、リストで「新規...」をクリ
ックして、「ジョブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成し
ます。
注: DataStage アドミニストレーターを使用して、プロジェクト内のすべての
ジョブに対してパラメーターを作成することができます。

ユーザー
このフィールドはオプションです。以下のいずれかの方法で、データ・ソースに
対する接続のユーザー名を指定します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにユーザー名
を入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたダイアログが表示されま
す。ジョブに新規パラメーターを作成する場合は、リストで「新規...」をクリ
ックして、「ジョブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成し
ます。
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注: ジョブ・パラメーター・リストからすべてまたは一部の「接続」カテゴリ
ー値を挿入する場合、このジョブはオペレーティング・システムから環境変
数を入手します。実行時に、これらの環境変数を変更するようプロンプトが
出されます。
「パスワード」
このフィールドはオプションです。以下のいずれかの方法で、データ・ソースに
対する接続のパスワードを指定します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにパスワー
ドを入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたダイアログが表示され、そ
こから選択することができます。ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ダイアロ
グで適切な環境変数を作成します。

「オプション」カテゴリー
「挿入配列サイズ」、「列名を切り捨て」、「クローズ・コマンド」、「切り捨て
長」、「不一致の列をドロップ」、「オープン・コマンド」、および「分離レベ
ル」プロパティーの値を指定します。「列名を切り捨て」プロパティーはデフォル
トです。その他のプロパティーは、「追加可能なプロパティー」リストから追加で
きます。
挿入配列サイズ
挿入ホスト配列のサイズを指定します。整数のみを入力できます。デフォルト値
は 2000 です。
列名を切り捨て
必要に応じて、以下のいずれかの値を設定します。
v 真 - 列名は、Classic Federation ドライバーの許容サイズに合わせて切り捨て
られます。
v 偽 - 列名を切り捨てることはできません。
クローズ・コマンド
挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメントを入力します。この
ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
不一致の列をドロップ
必要に応じて、以下のいずれかの値を設定します。
v 真 - データ・セット内の不一致の列はドロップされます。不一致の列とは、
データ・ソース表に類似した列が無い列のことです。
v 偽 - データ・セット内の不一致のフィールドはドロップされません。
オープン・コマンド
挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメントを入力します。この
ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
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分離レベル
データ・アクセスの分離レベルを選択します。
CREATE ステートメント
表を作成する SQL ステートメントを指定します。このプロパティーは、「書き
込みモード」が「作成」または「置換」の場合にのみ表示されます。
データ・ソースで指定されているデータベースによって、デフォルトの分離レベル
が決まります。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブで、入力データが宛先データベースに書き込まれる前にど
のようにパーティション化されるか、詳細を指定します。また、データが宛先デー
タベースに書き込まれる前にソートされるよう指定することもできます。
デフォルトで、ステージはデータを「自動」モードでパーティション化します。
「自動」モードは、現行ステージおよび先行ステージの実行モードおよび構成ファ
イル内に指定されているノード数に基づいて最適なパーティション方式を提供しま
す。
ステージが順次モードで作動している場合、ステージは、データを宛先データベー
スに書き込む前にデフォルトの「自動」コレクション方式でデータを収集します。
このデフォルトの動作をオーバーライドするには、「パーティション」タブを使用
します。このタブのプロパティーは、現行ステージおよび先行ステージが、パラレ
ル・モードで実行されるように設定されているか、または順次モードで実行される
ように設定されているかによって異なります。

「列」タブ
「列」タブで、入力リンクの列メタデータを表示および変更します。列メタデータ
に対して行った変更を保存するには、「保存」ボタンを使用します。既存のソース
表をロードするには、「ロード」ボタンを使用します。
「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。適切なデータ・タイプに変換さ
れるようにするには、「全 Char 列で Unicode を必ず使用」チェック・ボックスを
選択しないようにします。

「高度」タブ
「高度」タブで、ステージの入力データがどのようにバッファリングされるか指定
することができます。デフォルトでは、データは、デッドロックが発生しないよう
にバッファリングされます。デッドロックとは、複数のステージが相互に依存して
いる状態のことです。例えば、1 つ以上のステージが別のステージからの入力を待
っており、それらのステージが入力を受け取るまでデータを出力できないような状
態です。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、宛先表の列名を定義します。
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classicfedread および classicfedlookup 処理の「出力」ページ
「出力」ページは、Classic Federation Enterprise ステージの classicfedread および
classicfedlookup モードの両方で表示されます。「出力」ページで、リモート・ホス
トからステージへの出力リンクについての詳細を指定します。出力リンクを使用し
て、Windows オペレーティング・システムの IBM WebSphere Classic Federation
Server のリモート・ホストからデータにアクセスできます。classicfedread モードで
は、ステージには出力リンクのみがあります。classicfedlookup モードでは、ステー
ジには、出力リンクと、ステージを Lookup ステージに接続する参照リンクがあり
ます。
「全般」タブ、「プロパティー」タブ、「パーティション」タブ、「列」タブ、
「高度」タブ、および「列」ボタンを使用して、適切なプロパティーを設定できま
す。
classicfedread 処理と classicfedlookup 処理では、「全般」タブ、「パーティショ
ン」タブ、「列」タブ、および「高度」タブの使用法は類似しています。
classicfedread 処理と classicfedlookup 処理では「プロパティー」タブと「列」ボタ
ンに異なる値を指定する必要があります。
関連資料
『classicfedread オペレーションの「出力」ページ』
このページで、タブを使用して、classicfedread オペレーションを実行する際のプロ
パティーを指定します。
17 ページの『classicfedlookup 処理の「出力」ページ』
ルックアップ処理の場合、「プロパティー」タブに適切な値を指定する必要があり
ます。

classicfedread オペレーションの「出力」ページ
このページで、タブを使用して、classicfedread オペレーションを実行する際のプロ
パティーを指定します。

「全般」タブ
「全般」タブで、classicfedread オペレーションの説明 (オプション) を指定しま
す。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定します。プロパティー
は、データ・ソース、データに対して行われるオペレーション、入力リソースなど
を判別します。以下の表に、プロパティーとその属性をリストします。表の後に、
各プロパティーの詳細を説明します。
表 7. ClassicFedRead オペレーションの「出力」ページの「ソース」カテゴリー・プロパテ
ィー
プロパティー

値

デフォルト値

必須 ?

従属プロパティ
ー

表

表名

N/A

はい

N/A
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表 7. ClassicFedRead オペレーションの「出力」ページの「ソース」カテゴリー・プロパテ
ィー (続き)
プロパティー

値

デフォルト値

読み取り方式

v 自動生成 SQL 表

必須 ?

従属プロパティ
ー

はい

N/A

v 表
v ユーザー定義
SQL
照会

SELECT ステー
トメント

N/A

はい

読み取り方式

表

v 選択リスト

N/A

はい

読み取り方式

v WHERE 節
選択リスト

列のリスト

N/A

はい

表

WHERE 節

表の行

N/A

はい

表

表 8. ClassicFedRead オペレーションの「出力」ページの「接続」カテゴリー・プロパティ
ー
プロパティー

値

デフォルト値

必須 ?

従属プロパティ
ー

データ・ソース

データ・ソース
名

N/A

はい

N/A

ユーザー

ユーザー名

N/A

はい

データ・ソース

パスワード

パスワード

N/A

はい

データ・ソース

表 9. ClassicFedRead オペレーションの「出力」ページの「オプション」カテゴリー・プロ
パティー
プロパティー

値

デフォルト値

必須 ?

従属プロパティ
ー

フェッチ配列サ
イズ

整数

1

はい

N/A

オープン・コマ
ンド

SQL ステートメ
ント

いいえ

はい

N/A

クローズ・コマ
ンド

SQL ステートメ
ント

いいえ

はい

N/A

分離レベル

v READ
UNCOMMITTED

READ
はい
UNCOMMITTED

N/A

v READ
COMMITTED
v REPEATABLE
READ
v
SERIALIZABLE

ソース・カテゴリー
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「読み取り方式」、「照会」および「表」の値を指定します。
読み取り方式
データベースを読み取るための表または照会を指定します。デフォルト値は
「表」です。「表」を選択する場合は、「表」オプションでデータ・ソース表を
指定する必要があります。あるいは、SQL 照会として「読み取り方式」をセッ
トアップすることもできます。この場合、照会が自動的に生成されるようにする
のか、またはユーザー自身で照会を定義するのかを指定する必要があります。
注: 「照会」プロパティーは、「読み取り」方式として「自動生成 SQL」また
は「ユーザー定義 SQL」を選択した場合にのみ、プロパティー・リストに表示
されます。これらのタイプの照会を選択するには、「読み取り方式」をクリック
して、プロパティー・リストの右側にある「読み取り方式」リストから適切なオ
プションを選択します。
照会
表を読み取る SQL ステートメントを指定します。ステートメントは、
ClassicFedRead オペレーションで読み取る表および表に対して実行するプロセス
を指定します。このステートメントには、結合およびビューの処理、データベー
ス・リンク、同義語などを含めることができます。以下の値から選択します。
v 自動生成 SQL: ユーザーが「表」フィールドで指定した表およびユーザーが
定義した列に基づいて、SQL 照会が自動的に生成されることを指定します。
v ユーザー定義 SQL: カスタム SQL 照会を定義します。
注: SQL 照会は 1 つのノードで順次に読み取られます。
表 読み取り方式として「表」を選択した場合は、フェデレーテッド・システム上の
ソース表の名前を指定します。指定した表が存在しており、その表に対する
SELECT 特権を持っている必要があります。フェデレーテッド・ユーザー名
が、指定した表のオーナーと対応しない場合は、表の接頭部に表のオーナー名を
付加できます。表オーナー名を修正する場合は、新しくジョブ・パラメーターを
追加する必要があります。
表オーナー名を修正するには、次のようにします。
1. 「表」をクリックして、ダイアログ右側の矢印をクリックします。
2. SELECT ステートメントで WHERE 節を指定して、読み取り処理に含め
る、または読み取り処理から除外する表の行を指定します。 WHERE 節を
指定しないと、すべての行が読み取られます。
3. 「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックして、リストで 「新規...」をク
リックします。
4. 読み取りたい列を SELECT ステートメントで指定することができます。入
力表のレコード・スキーマに定義されている順序と同じ順序で、列をこのリ
ストに指定する必要があります。
5. 「ジョブ・プロパティー」ダイアログが表示されたら、「ユーザー」パラメ
ーターの「デフォルト値」列に必要な表の詳細を次の形式で入力します。
table_owner.table_name

「接続」カテゴリー
「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザー」の値を指定します。
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データ・ソース
これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、このフィールドにデータ
ベース接続を指定します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジョブに新規パ
ラメーターを作成する場合は、リストで「新規...」をクリックして、「ジョ
ブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。

ユーザー
このフィールドはオプションです。以下のいずれかの方法で、データ・ソースに
接続する際のユーザー名を指定します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにユーザー名
を入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたダイアログが表示されま
す。ジョブに新規パラメーターを作成する場合は、リストで「新規...」をクリ
ックして、「ジョブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成し
ます。
注: ジョブ・パラメーター・リストからすべてまたは一部の「接続」カテゴリ
ー値を挿入する場合、ジョブはオペレーティング・システムから環境変数を
入手します。実行時に、これらの環境変数を変更するようプロンプトが出さ
れます。

パスワード
このフィールドはオプションです。以下のいずれかの方法で、データ・ソースに
対する接続のパスワードを指定します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにパスワー
ドを入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたダイアログが表示されま
す。ジョブに新規パラメーターを作成する場合は、リストで「新規...」をクリ
ックして、「ジョブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成し
ます。

「オプション」カテゴリー
「フェッチ配列サイズ」、「分離レベル」、「クローズ・コマンド」および「オー
プン・コマンド」プロパティーを指定します。これらのプロパティーはすべてオプ
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ションです。これらのプロパティーは、「出力」ページの右下の「追加可能なプロ
パティー」リストに表示されます。これらのサブプロパティーを追加するには、
「オプション」をクリックして、「追加可能なプロパティー」リストから追加した
いプロパティーをクリックします。
フェッチ配列サイズ
各フェッチ処理で取得される行数を指定します。デフォルト値は 1 です。
分離レベル
データ・アクセスの分離レベルを入力します。
「データ・ソース」プロパティーで指定されているデータベースによって、デフ
ォルトの分離レベルが決まります。
クローズ・コマンド
挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメントを入力します。この
プロパティーで作業をコミットすることはできません。ステートメントは、コン
ダクター・ノードで一度だけ実行されます。
オープン・コマンド
挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメントを入力します。ステ
ートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
注: DataStage アドミニストレーターを使用して、プロジェクト内のすべてのジ
ョブに対して、プロジェクト・レベルでパラメーターを作成することができま
す。

「高度」タブ
「高度」タブで、ステージの入力および出力データがどのようにバッファリングさ
れるか指定することができます。デフォルトでは、データは、デッドロックが発生
しないようにバッファリングされます。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、出力表の列名のリストを定義します。

「データ参照」ボタン
「ソース」の「表」プロパティーに指定した表の行数を表示するには、「データ参
照」ボタンをクリックします。一度に表示したい行数を指定できます。

classicfedlookup 処理の「出力」ページ
ルックアップ処理の場合、「プロパティー」タブに適切な値を指定する必要があり
ます。
「全般」タブ、「パーティション」タブ、「列」タブ、および「高度」タブの使用
法は、読み取り処理の場合と類似しています。ルックアップ処理では、「プロパテ
ィー」タブと「列」ボタンで指定する値は異なっている必要があります。
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「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、「ソース」、「接続」、および「オプション」
プロパティーに適切な値を設定します。以下に、「出力」ページから「プロパティ
ー」タブをクリックしたときに表示されるダイアログの例を示します。
ソース・カテゴリー
「ルックアップ・タイプ」、「照会」、「読み取り方式」および「表」の値を指定
します。
ルックアップ・タイプ
ルックアップ方式として、「通常」または「スパース」を指定します。
v 通常: これがデフォルトです。ノーマル・ルックアップは、フェデレーショ
ン・データベース表でのメモリー内のルックアップです。Lookup ステージに
複数の参照リンクを設定できます。
v スパース: ソース・データベースに直接アクセスします。Lookup ステージに
1 つの参照リンクがあります。
照会
表を読み取る SQL ステートメントを指定します。ステートメントは、読み取り
処理で、読み取る表と表に対して実行するプロセスを指定します。このステート
メントには、結合およびビューの処理、データベース・リンク、同義語などを含
めることができます。次の有効な値から選択します。
v 自動生成 SQL: ユーザーが「表」フィールドで指定した表およびユーザーが
定義した列に基づいて、SQL 照会が自動的に生成されることを指定します。
v ユーザー定義 SQL: カスタム SQL 照会を定義します。
注: SQL 照会は 1 つのノードで順次に読み取られます。
表 読み取り方式として「表」を選択した場合、フェデレーテッド・システム上のソ
ース表の名前を指定する必要があります。指定した表が存在しており、その表に
対する SELECT 特権を持っている必要があります。フェデレーテッド・ユーザ
ー名が、指定した表のオーナーと対応しない場合は、表の接頭部に表のオーナー
名を付加できます。表オーナー名を修正する場合は、新しくジョブ・パラメータ
ーを追加する必要があります。
表オーナー名を修正するには、次のようにします。
1. 「表」をクリックして、ダイアログ右側の矢印をクリックします。
2. SELECT ステートメントで WHERE 節を指定して、読み取り処理に含め
る、または読み取り処理から除外する表の行を指定します。 WHERE 節を
指定しないと、すべての行が読み取られます。
3. 「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックして、リストで 「新規...」をク
リックします。
4. 読み取る列を SELECT ステートメントで指定します。入力表のレコード・
スキーマに定義されている順序と同じ順序で、列をこのリストに指定する必
要があります。
5. 「ジョブ・プロパティー」ダイアログで、「ユーザー」パラメーターの「デ
フォルト値」列に必要な表の詳細を次の形式で入力します。
table_owner.table_name
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「接続」カテゴリー
「データ・ソース」、「パスワード」、および「ユーザー」の値を指定します。
データ・ソース
これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法でデータベース接続を指定し
ます。
v

「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジョブに新規パ
ラメーターを作成する場合は、「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパ
ティー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。

DataStage アドミニストレーターを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに対
してパラメーターを作成することができます。
ユーザー
これは必須フィールドです。次のいずれかの方法で、データ・ソースに接続する
ためのユーザー名を指定します。
v 「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにユーザー名
を入力します。
v 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジョブに新規パ
ラメーターを作成する場合は、「新規...」リストをクリックして、「ジョブ・
プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
注: ジョブ・パラメーター・リストからすべてまたは一部の「接続」カテゴリ
ー値を挿入する場合、ジョブはオペレーティング・システムから環境変数を
入手します。実行時に、これらの環境変数を変更するようプロンプトが出さ
れます。
パスワード
これは必須フィールドです。次のいずれかの方法で、データ・ソースに接続する
ためのパスワードを指定します。
v

「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにパスワー
ドを入力します。

v

必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」ペー
ジの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されます。ジョブに新規パ
ラメーターを作成する場合は、リストで「新規...」をクリックして、「ジョ
ブ・プロパティー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
第 3 章 Classic Federation Enterprise ステージの作業
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「オプション」カテゴリー
「フェッチ配列サイズ」、「分離レベル」、「クローズ・コマンド」および「オー
プン・コマンド」プロパティーを指定します。これらのプロパティーはすべてオプ
ションです。これらのプロパティーは、「出力」ページの右下の「追加可能なプロ
パティー」リストに表示されます。「オプション」の下にこれらのプロパティーを
追加するには、「オプション」をクリックして、「追加可能なプロパティー」リス
トからプロパティーをクリックします。「分離レベル」は、「ルックアップ・タイ
プ」に「通常」を選択した場合に限りリストに表示されます。
フェッチ配列サイズ
各フェッチ処理で取得される行数を指定します。デフォルト値は 1 です。
分離レベル
データ・アクセスの分離レベルを入力します。
「データ・ソース」プロパティーで指定されているデータベースによって、デフ
ォルトの分離レベルが決まります。
クローズ・コマンド
挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメントを入力します。この
オプションを使用して作業をコミットすることはできません。ステートメント
は、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
オープン・コマンド
挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメントを入力します。ステ
ートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。

classicfedupsert 処理のリジェクト・リンクがある「出力」ページ
リジェクト・リンクには、SELECT ステートメントを実行した後、スキーマの不一
致のためにリジェクトされた列の生データが含まれます。
ステージ・エディターに、classicfedlookup または classicfedwrite 処理の入力リンク
と出力リンクの両方が表示されている場合は、リジェクト・リンクとしてどちらか
のリンクを選択できます。
classicfedupsert 処理のリジェクト・リンクがある「出力」ページには、classicfedread
または classicfedlookup 処理の「出力」ページと同じタブとボタンが含まれます。こ
れらのタブとボタンは、classicfedread または classicfedlookup 処理の場合と同じよ
うに使用できます。
関連資料
13 ページの『classicfedread オペレーションの「出力」ページ』
このページで、タブを使用して、classicfedread オペレーションを実行する際のプロ
パティーを指定します。
17 ページの『classicfedlookup 処理の「出力」ページ』
ルックアップ処理の場合、「プロパティー」タブに適切な値を指定する必要があり
ます。
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第 4 章 z/OS File ステージ
z/OS® File ステージを使用して、z/OS ファイルに関するファイル・レベルの情報を
識別、定義します。
z/OS File ステージは、パラレル・キャンバス上でのみ使用可能なステージであり、
常に Complex Flat File ステージと一緒に使用されます。z/OS File ステージは、
z/OS ファイルを識別し、Complex Flat File ステージは、レコードを個別のフィール
ドに変換します。 IBM® InfoSphere™ Classic Federation Server for z/OS は、z/OS
ファイルのレコードの読み取りと書き込みを行います。IBM InfoSphere DataStage®
と Classic Federation 間でのブロック単位のレコードの受け渡しには TCP/IP が使用
されます。
次のステップは、z/OS ファイルからデータを読み取るジョブについての説明です。
z/OS ファイルにデータを書き込むジョブも同様のステップに従って実行されます。
1. z/OS File ステージが、データ・サーバーに接続するために必要な情報と z/OS
ファイルを識別するために必要な情報を提供します。
2. ODBC ドライバーが、次のいずれかの方式で、データ・サーバーのデータ・ソー
ス情報 (ホスト名または IP アドレス、およびポート番号) を取得します。
v Microsoft Windows の場合、ODBC ドライバーは、「ODBC データ ソース
アドミニストレータ」に指定されている情報を使用して、データ・サーバーの
場所を取得します。
v Linux および UNIX の場合、ODBC ドライバーは、CAC_CONFIG 環境変数
に指定されているファイルを使用して、データ・サーバーの場所を取得しま
す。ファイルの名前は一般に cac.ini です。
3. ジョブがデータ・サーバーと通信して、z/OS ファイルが存在するかどうかを判
断し、ファイルに関する情報を取得します。Classic Federation がファイル情報を
使用して、レコードを記述する表定義を動的に作成します。
4. ジョブが、データ・サーバー上に動的に作成された表に対し、SELECT ステート
メントを発行します。
5. データ・サーバーが z/OS ファイルから ODBC ドライバーにレコードのブロッ
クを送信します。FETCH BUFFER SIZE パラメーターによって、各ブロックのレコ
ード数が決まります。Microsoft Windows の場合は、「ODBC データ ソース ア
ドミニストレータ」プログラムでこのパラメーターを指定します。Linux および
UNIX の場合は、CAC_CONFIG 環境変数に指定されているファイルでこのパラ
メーターを指定します。
6. ジョブがフェッチ要求を発行するたび、ブロックにレコードが残っている限り、
ODBC ドライバーはレコードをジョブに返します。InfoSphere DataStage とデー
タ・サーバー間にネットワーク・トランザクションはありません。ブロックのレ
コードがなくなると、ODBC ドライバーはデータ・サーバーにフェッチ要求を発
行します。データ・サーバーは、次のレコードのブロックを読み取り、ODBC ド
ライバーに返します。
7. z/OS File ステージがレコードを Complex Flat File ステージに渡し、そこでレ
コードは処理され、フィールドや列に変換されます。
© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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8. z/OS File ステージが Classic Federation に対して、そのファイル用に定義された
表をドロップし、データ・サーバーからファイルを割り振り解除するように通知
します。

z/OS File ステージの構成
構成作業は、InfoSphere Information Server 上および Classic Federation データ・サ
ーバー上で実行します。
z/OS File ステージを構成するには、以下の作業を完了してください。

Classic Federation 環境の構成
Classic Federation データ・サーバーをまだインストールしていない場合は、インス
トールして構成する必要があります。Classic Federation データ・サーバーが既に存
在する場合は、既存のメタデータ・カタログを更新する必要があります。
次のいずれかのトピックを使用して、Classic Federation 環境を構成します。

新規 Classic Federation 環境のインストールと構成
z/OS File ステージを新規 Classic Federation 環境で使用するには、データ・サーバ
ーをインストールし、構成する必要があります。

このタスクについて
z/OS File ステージは、IBM InfoSphere Information Server から、z/OS マシン上に保
管されているファイルへの直接アクセスを可能にします。データ・サーバーの構成
に関する詳細については、IBM InfoSphere Classic インフォメーション・センターの
トピック『Customizing installations』 (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisclzos/
v9r5/topic/com.ibm.swg.im.iis.prod.installcust.classic.doc/topics/iiypiicintr.html) を参照し
てください。
データ・サーバーをインストールし、構成するには、以下のようにします。

手順
1. SMP/E インストール手順を完了して、Classic Federation バージョン 9.5 ロール
アップ 2 をインストールします。 インストール情報の詳細については、IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS のプログラム・ディレクトリーを
参照してください。
2. Classic Federation 環境をカスタマイズし、環境を検証するには、配布サンプル・
メンバー SCACSAMP(CACCUSJ1) 内のユーザー・サンプル割り振りユーティリ
ティー JCL を編集して、入力パラメーターを指定します。配布データ・セット
内で変更するメンバーは、SCACSAMP(CACCUSJ1) のみです。 次の入力パラメ
ーターを指定してください。
CACINHLQ=CAC.V9R5M00
CACINHLQ キーワードに指定する値は、SMP/E インストールによって
作成される Classic 配布データ・セットの高位修飾子でなければなりま
せん。
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CACUSHLQ=USER.V9R5M00
CACUSHLQ キーワードに指定する値は、サンプル割り振りユーティリ
ティーによって作成または更新される USERHLQ.SCACSAMP および
USERHLQ.SCACCONF データ・セットの高位修飾子でなければなりませ
ん。
CACDUNIT=UNIT
CACDUNIT キーワードに指定する値で、USERHLQ.SCACSAMP および
USERHLQ.SCACSAMP データ・セットを割り振るときに使用するディス
ク装置を識別します。
CACDVOLM=VOLUME
CACDVOLM キーワードに指定する値で、USERHLQ.SCACSAMP およ
び USERHLQ.SCACSAMP データ・セットを割り振るときに使用するデ
ィスク・ボリュームを識別します。
ISPFHLQ=ISP
ISPFHLQ キーワードに指定する値で、ISPF インストールの高位修飾子
を識別します。サンプル割り振りユーティリティーは、TSO バッチ・ア
プリケーションを実行し、TSO 機能を使用します。
ISPFLANG=ENU
ISPFLANG キーワードに指定する値で、ISPF インストールの言語接頭
部を識別します。
COPY=ALL/PARMS
COPY キーワードに指定する値で、SCACSAMP のすべてのメンバーを
USERHLQ.SCACSAMP データ・セットにコピーするのか、あるいはカス
タマイズ・パラメーター・ファイルとカスタマイズ・ユーティリティー
JCL のみをコピーするのかを制御します。COPY=ALL がデフォルトで
す。
ユーティリティーをはじめて実行するときは、COPY=ALL を指定して、
確実にすべての必要なメンバーがコピーされるようにしてください。
3. SCACSAMP(CACCUSJ1) をサブミットして、USERHLQ.SCACSAMP および
USERHLQ.SCACCONF データ・セットを割り振ります。 この JCL は、メッセ
ージ・カタログ用の SCACMENU データ・セットを割り振ります。 すべてのジ
ョブ・ステップが、リターン・コード <= 4 で終了していることを確認します。
4. カスタマイズ・パラメーター・ファイル USERHLQ.SCACSAMP(CACCUSP2) を
編集して、カスタマイズ・パラメーターを指定します。 カスタマイズ・パラメ
ーターの詳細については、IBM InfoSphere Classic インフォメーション・センタ
ーのトピック『Working with the customization parameters file』(http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisclzos/v9r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.prod.installcust.classic.doc/topics/iiypiiccpgl.html) を参照してくだ
さい。
5. 生成された USERHLQ.SCACSAMP(CACCUSJ2) カスタマイズ・ユーティリティ
ー JCL をサブミットします。 すべてのジョブ・ステップが、リターン・コード
<= 4 で終了していることを確認します。
6. 生成された USERHLQ.SCACSAMP(CACCATFG) JCL をサブミットして、メタデ
ータ・カタログを割り振って初期化し、構成データ・セットを割り振ります。
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7. 生成された USERHLQ.SCACSAMP(CACDS) JCL をサブミットして、データ・サ
ーバーを開始します。 データ・サーバーと次のデフォルト・サービスが開始し
ます。
v 接続ハンドラー・サービス
v ロガー・サービス
v オペレーター・サービス
v 照会プロセッサー・サービス
v 領域コントローラー・サービス
8. 生成された USERHLQ.SCACSAMP(CACCUSVF) 検証ジョブをサブミットしま
す。 すべてのジョブ・ステップが、リターン・コード <= 4 で終了しているこ
とを確認します。

既存の Classic Federation 環境の更新
既存の Classic Federation 環境の場合、バージョン 9.5 ロールアップ 2 を使用し
て、既存のメタデータ・カタログを更新しなければなりません。

このタスクについて
既存の Classic Federation 環境を更新するには、以下のようにします。

手順
1. SMP/E インストール手順を完了して、Classic Federation バージョン 9.5 ロール
アップ 2 をインストールします。インストール情報の詳細については、IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS のプログラム・ディレクトリーを
参照してください。
2. METALOAD コマンドを使用して、カタログの初期設定およびメンテナンス・ユ
ーティリティーを実行します。 データ・サーバーの詳細については、IBM
InfoSphere Classic インフォメーション・センター (http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisclzos/v9r5/index.jsp) を参照してください。

ODBC クライアントのインストール
ODBC クライアントをインストールして、InfoSphere Information Server を
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS に接続します。

このタスクについて
以下に ODBC クライアント・インストール・プログラムをリストします。
v cac95ax – IBM AIX®
v cac95zlx – IBM System z® 版 SuSE Linux
v cac95win.exe – Microsoft Windows
ODBC クライアントをインストールするには、以下のようにします。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server で、管理者権限を持つユーザー (UNIX およ
び Linux では root ユーザー) としてログインします。

24

接続ガイド: IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS 編

root 以外のユーザーでもクライアント・プログラムをインストールできますが、
それらのユーザーは、そのユーザーのインスタンスしか更新およびアンインスト
ールできません。
2. インストール・ウィザードを実行します。
制約事項:
デフォルトのインストール・パスを使用しない場合、選択するディレクトリーに
は前のバージョンの ODBC クライアントが含まれていないことを確認してくだ
さい。
デフォルトのインストール・パスは、次のとおりです。
Linux: /opt/ibm/wsclassic95
UNIX: /opt/IBM/wsclassic95
Microsoft Windows: C:¥Program Files¥IBM¥WSClassic95
UNIX または Linux で、root 以外のユーザーを使用してクライアント・プログ
ラムをインストールする場合、デフォルトのインストール・パスは
$HOME/wsclassic95 です。
方式

手順

CD から

Microsoft Windows:
1. Classic ODBC/CLI および JDBC クライアント CD を挿入しま
す。
2. 自動実行が有効な場合は、ウィザードが自動的に開始します。
ウィザードが開始しない場合は、コマンド・プロンプトからウ
ィザードを起動できます。
CD_drive:¥cac95wn.exe
UNIX および Linux:
1. Classic ODBC/CLI および JDBC クライアント CD を挿入して
マウントします。
2. オペレーティング・システムに応じたインストール・プログラ
ムを使用して、ウィザードを開始します。
/mounted_volume/installation_program
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方式

手順
®

ibm.com から 1. 最低でも 150 MB の空き領域がある一時ディレクトリーをシステム上
に作成します。
2. オペレーティング・システムに応じたインストール・プログラムを一時
ディレクトリーにダウンロードします。
3. Linux および UNIX システムでは、インストール・プログラムに対する
実行権限を追加します。
4. オペレーティング・システムに応じたインストール・プログラムを使用
して、ウィザードを開始します。
v Microsoft Windows:
Drive:¥path_to_tempdir¥cac95wn.exe
v UNIX および Linux:
cd
/path_to_tempdir/installation_program
chmod 755 ./cac95xx ./cac95xx

タスクの結果
インストール・セッションをトラブルシューティングする必要がある場合、ログ情
報を使用できます。
Microsoft Windows:
install_path¥_log¥log.txt
install_path¥_log¥install.log

より詳細なデバッグ・ログが必要な場合、次のようなオプションを指定して、イン
ストール・プログラムを再実行できます。
cac95wn.exe -is:log full_pathname_of_logfile -debug

Linux:
install_path/_log/log.txt
install_path/_log/install.log

より詳細なデバッグ・ログが必要な場合、次のようなオプションを指定して、イン
ストール・プログラムを再実行できます (一例として AIX Korn シェルのリダイレ
クト構文を使用しています)。
cac95ax -is:javaconsole -debug >full_pathname_of_logfile 2>&1

ODBC ドライバーの構成
ODBC ドライバーをインストールしたら、ドライバーを構成し、データ・ソースを
作成する必要があります。
次のいずれかのトピックを使用して、ODBC ドライバーを構成します。
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ODBC ドライバーの構成とデータ・ソースの作成 (Linux および
UNIX)
Linux または UNIX で ODBC ドライバーを構成するには、環境変数を設定し、
cac.ini ファイルでパラメーターを指定します。

このタスクについて
ODBC ドライバーを構成し、データ・ソースを作成するには、以下のようにしま
す。

手順
1. IBM InfoSphere Information Server で、次の環境変数を設定します。
LIBPATH=$LIBPATH:/install_path/cli/lib
PATH=$PATH:/install_path/cli/bin
CAC_CONFIG=/directory/cac.ini

ここで、install_path は、Linux の場合は /opt/ibm/wsclassic95、UNIX の場合
は /opt/IBM/wsclassic95 です。directory は、任意のディレクトリーです。
2. データ・ソースを作成するには、次の例に示すように、cac.ini ファイルを開き
ます。
****************************************************
* Sample CLI Client Configuration File
*
****************************************************
* messages and codes catalog
NL CAT = /opt/IBM/wsclassic95/cli/lib
NL = US English
* user id/pwd needed for catalog security
USERID = cacuser
USERPASSWORD = cacpwd
* default datasource location
DEFLOC = CACSAMP
DATASOURCE = CACSAMP tcp/machine.url.com/5001
* performance and memory parameters
FETCH BUFFER SIZE = 32000
MESSAGE POOL SIZE = 16777216
* codepage parameters
SERVER CODEPAGE = IBM-037
CLIENT CODEPAGE = IBM-850

構成ファイルは、インストール・ディレクトリーの /opt/IBM/wsclassic95/cli/
lib/cac.ini (UNIX の場合) または /opt/ibm/wsclassic95/cli/lib/cac.ini
(Linux の場合) にあります。64 ビット版の場合、構成ファイルは、64 ビット用
lib サブディレクトリーにあります。
3. DATASOURCE パラメーターを変更します。DATASOURCE は必須パラメータ
ーであり、クライアントが接続しようとするデータ・ソースのホスト名、IP ア
ドレス、ポート、および名前を指定します。入力するデータ・ソース名 (上のサ
ンプル cac.ini の場合は「CACSAMP」) は、データ・サーバー上の照会プロセッ
サー・サービスの名前と一致しなければなりません。
4. DataDirect ODBC ドライバー・マネージャーのデータ・ソースを構成するには、
次の手順を完了してください。
a. odbc.ini ファイルを編集して、クライアントの新規データ・ソースを追加しま
す。
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[ODBC data sources]
CACSAMP=WebSphere Classic Federation client
...
[CACSAMP]
Driver=/opt/IBM/wsclassic95/cli/lib/lib64/client

ここで、client は、cacsqlcli (UNIX) または libcacsqlcli.so (Linux) です。
b. odbc.ini ファイルの場所を指定する ODBCINI 環境変数が、IBM InfoSphere
DataStage 環境に定義されていることを確認してください。
5. InfoSphere Information Server に付いてくる DataDirect サンプル・アプリケーシ
ョンを使用して、データ・サーバーへの接続をテストします。

ODBC ドライバーの構成とデータ・ソースの作成 (Microsoft
Windows)
InfoSphere Information Server を Microsoft Windows オペレーティング・システム上
で実行する場合、ODBC ドライバーをインストールした後、ドライバーを構成し、
データ・ソースを作成する必要があります。

手順
1. データ・ソースを作成するには、以下の手順を完了してください。
a. Microsoft Windows で、「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理
ツール」 > 「データ ソース (ODBC)」を選択します。
b. 「システム DSN」タブで、「追加」をクリックして、新規データ・ソースを
追加します。
c. 「IBM InfoSphere Classic ODBC Driver V9.5」を選択し、次に「完了」を
クリックします。
d. 通信インターフェースとして「TCP/IP」を選択し、「OK」を押します。
e. 「InfoSphere Classic ODBC Driver セットアップ」ページの「全般」タブで、
データ・サーバーのデータ・ソース名、ホスト IP アドレス、およびポート
番号を入力します。入力するデータ・ソース名は、データ・サーバー上の照
会プロセッサー・サービスの名前と一致しなければなりません。
2. Microsoft が提供している Microsoft ODBC Test アプリケーションを使用して、
データ・サーバーへの接続をテストします。

Classic Federation 構成パラメーターの設定
これらの Classic Federation 構成パラメーターを設定することで、パフォーマンスを
改善できる場合があります。

このタスクについて
Classic Federation クライアントで Classic Federation 構成パラメーターを設定する
には、以下のいずれかの方式を使用してください。
v Microsoft Windows の場合は、「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM
WebSphere V9.5」 > 「WebSphere Classic ODBC アドミニストレーター」を選
択し、ODBC アドミニストレーターを使用します。
v Linux または UNIX の場合は、Classic Federation クライアントで、
CAC_CONFIG 環境変数に指定されているファイルを編集します。このファイル
の名前は一般に cac.ini です。
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手順
1. クライアントで Classic Federation 構成ファイルに次のパラメーターを設定しま
す。
FETCH BUFFER SIZE
デフォルト値は 32000 です。z/OS 読み取り処理の場合、このパラメー
ターには 32000 から 1500000 の範囲の値を設定してください。反復的
アプローチを使用して、ご使用の環境に最適の値を見つけてください。
FETCH BUFFER SIZE は、最大で MESSAGE POOL SIZE と同じサイ
ズまで大きくできます。この値を大きく設定しすぎると、パフォーマン
スが低下する恐れがあるので注意してください。このパラメーターは、
z/OS 読み取り処理にのみ適用されます。
MESSAGE POOL SIZE
デフォルト値は 16777216 です。z/OS 読み取りおよび書き込み処理の場
合、このパラメーターには 33554432 から 67108864 の範囲の値を設定
してください。FETCH BUFFER SIZE パラメーターのサイズの 10 倍から
20 倍の値を使用するようにしてください。クライアントのログにメモリ
ー不足エラーが記録される場合は、MESSAGE POOL SIZE パラメーターの
値を増やします。このパラメーターの最大値は、オペレーティング・シ
ステムにもよりますが、1 GB 以上です。
2. データ・サーバーで次の構成パラメーターを設定します。
データ・サーバーの構成に関する詳細については、トピック『Configuring data
servers』 (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisclzos/v9r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.prod.config.classic.doc/topics/iiyfcsvpcfgov.html) を参照してくだ
さい。
MESSAGE POOL SIZE
デフォルト値は 16777216 です。z/OS File ステージの場合、このパラメ
ーターには 33554432 から 13417728 の範囲の値を設定してください。
大きなファイルが関係する z/OS 書き込み処理の場合は、パラメーター
の設定を 67108864 にしてから、反復的アプローチを使用して、ご使用
の環境に最適の値を見つけてください。
USERSUBPOOLMAX
デフォルト値は 8192 です。このパラメーターは、個別のタスクが使用
できるメモリーの量を制限することで、システム・リソースの使用を最
適化します。サブプールは、メッセージ・プールから取得されます。大
きなバッチ・サイズが必要な z/OS 書き込み処理の場合は、最大値の
214730 を使用してください。
INTERLEAVINT
このパラメーターは、他の保留照会を処理するために制御を返す前に、
特定の照会を処理するにあたってブロック化する行数を制御します。
z/OS 読み取り処理および z/OS 書き込み処理の場合、このパラメーター
は 10000 に設定してください。
STMTRETENTION
デフォルト値は 0 です。STMTRETENTION パラメーターは、コミット
またはロールバック処理の発生時に準備されるステートメントの性質を
定義します。z/OS 読み取り処理および z/OS 書き込み処理の場合、この
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パラメーターは 2 (2=DISCONNECT) に設定してください。
STMTRETENTION が 2 の場合は、ユーザーがデータ・サーバーから切
断したときにのみステートメントがリリースされます。準備されたステ
ートメントはすべて、COMMIT および ROLLBACK 呼び出しの後も保
存されます。

ユーザーに対する Classic Federation データ・サーバーへのアク
セス権限の付与
z/OS File ステージ・プロパティーで指定されるユーザーには、データ・サーバー上
での DBADM 権限が必要です。

このタスクについて
アクセス権限を付与するには、以下のようにします。

手順
1. Classic Federation データ・サーバーを開始します。 ユーザーにアクセス権限を
付与するには、z/OS で Classic Federation メタデータ・ユーティリティーを使用
するか、または Classic Data Architect ツールを使用することができます。z/OS
で Classic Federation メタデータ・ユーティリティーを使用する場合の例につい
ては、SCACSAMP のメンバー CACGRANT を参照してください。
2. 順次ファイル・アクセス権限をユーザーに付与します。
GRANT DBADM ON DATABASE $SEQUENT TO [user|group|PUBLIC]

3. VSAM ファイル・アクセス権限をユーザーに付与します。
GRANT DBADM ON DATABASE $VSAM TO [user|group|PUBLIC]

z/OS File ステージの使用
z/OS File ステージを使用して、z/OS ファイルのデータを読み取りまたは書き込み
するには、以下のステップバイステップの説明に従ってください。

z/OS ファイルのデータの読み取り
z/OS File ステージを構成して、Classic Federation データ・サーバー上の z/OS ファ
イルに接続し、そこからデータを読み取ります。

始める前に
以下の手順でこうした前提作業を完了します。
v z/OS File ステージが適切に構成されていることを確認します。
v Classic Federation データ・サーバーへの接続に使用されるユーザー名に DBADM
権限があることを確認します。

このタスクについて
以下の図では、z/OS File ステージを使用してデータを読み取る例を示しています。
z/OS File ステージが、z/OS ファイルを識別し、Complex Flat File ステージが、レ
コードを個別のフィールドに変換すると、それらが Sequential File ステージに渡さ
れ、さらに処理が行われます。
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図 1. z/OS ファイルのデータの読み取り

手順
z/OS ファイルからデータを読み取るには、以下の作業を完了してください。
1.

32 ページの『z/OS File ステージおよび必要なリンクが組み込まれたジョブの作
成』.

2.

33 ページの『z/OS File ステージ・ジョブで使用する Complex Flat File ステー
ジの構成』.

3.

33 ページの『Classic Federation Server への接続の定義』.

4.

36 ページの『ジョブのコンパイルおよび実行』.

z/OS ファイルへのデータの書き込み
z/OS File ステージを構成して、Classic Federation データ・サーバー上の z/OS ファ
イルに接続し、そこにデータを書き込みます。

始める前に
以下の手順でこうした前提作業を完了します。
v z/OS File ステージが適切に構成されていることを確認します。
v Classic Federation データ・サーバーへの接続に使用されるユーザー名に DBADM
権限があることを確認します。

このタスクについて
以下の図では、z/OS File ステージを使用してデータを書き込む例を示しています。
ここでは、データを z/OS File ステージに渡せるように、Complex Flat File ステー
ジがデータを再アセンブルしてレコードにしています。

図 2. z/OS ファイルへのデータの書き込み
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手順
IBM z/OS ファイルにデータを書き込むには、以下の作業を完了してください。
1. 『z/OS File ステージおよび必要なリンクが組み込まれたジョブの作成』.
2.

33 ページの『z/OS File ステージ・ジョブで使用する Complex Flat File ステー
ジの構成』

3.

33 ページの『Classic Federation Server への接続の定義』.

4.

34 ページの『書き込みモードの指定』.

5.

36 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。

z/OS File ステージおよび必要なリンクが組み込まれたジョブの作成
z/OS ファイルのデータを読み取ったり、ファイルにデータを書き込むには、z/OS
File ステージと Complex Flat File ステージが組み込まれたジョブを作成し、さら
に必要なステージを追加し、必要なリンクを作成する必要があります。

手順
z/OS File ステージおよび必要なリンクが組み込まれたジョブを作成するには、以下
のようにします。
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage™ デザイナーで、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・ジョブ」アイコンを選択し、「OK」をク
リックします。
3. 以下の手順に従って、z/OS File ステージをジョブに追加します。
a. 「Designer Client」パレットで、「ファイル」カテゴリーを選択します。
b. 選択可能なステージのリストから zOSFile を見つけます。
c. zOSFile ステージ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 z/OS ファイルを読み取るジョブの場合、Complex Flat File ステージをジョブ
に追加します。次に、z/OS File ステージから、入力リンクを受け入れる任意
のステージ (例えば、Sequential File ステージや Peek ステージなど) への出
力リンクを作成します。
v z/OS ファイルの読み取りと z/OS ファイルの書き込みを行うジョブの場合、
z/OS File ステージの後に 2 つの Complex Flat File ステージをジョブに追加
します。その後、2 つの Complex Flat File ステージの後にさらに z/OS File
ステージを追加します。代わりの方法として、ジョブ内で z/OS File ステージ
の前に、Sequential File ステージと Complex Flat File ステージを 1 つずつ追
加することもできます。
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z/OS File ステージ・ジョブで使用する Complex Flat File ステー
ジの構成
z/OS File ステージを使用するジョブの場合、ジョブの列マッピングを Complex Flat
File ステージで指定します。

このタスクについて
z/OS File ステージと Complex Flat File ステージを一緒に使用する場合、ファイル
情報は z/OS File ステージが提供するため、Complex Flat File ステージの「ステー
ジ」 > 「ファイル」ページは使用不可になります。

手順
Complex Flat File ステージの「列」タブで、入力データを列に分割する方法を指定
します。

Classic Federation Server への接続の定義
z/OS ファイル内のデータにアクセスするには、データ・セット、ユーザー名、ユー
ザー・パスワードに加えて、Classic Federation Server のデータ・ソース名を指定す
る接続を定義する必要があります。

始める前に
以下の手順でこうした前提作業を完了します。
v z/OS File ステージが適切に構成されていることを確認します。
v z/OS File ステージと Complex Flat File ステージをジョブに追加し、必要なリン
クを作成することにより、データの読み書きを行うジョブを作成します。
v Classic Federation データ・サーバーへの接続に使用されるユーザー名に DBADM
権限があることを確認します。

手順
1. 「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリックして、ステージ・プロパティ
ーを開きます。
2. 「データ・ソース名」フィールドで、Classic Federation ドライバーの ODBC デ
ータ・ソース名を入力します。 UNIX および Linux の場合は、CAC_CONFIG
環境変数で指定されているファイルの DATASOURCE パラメーターに指定したデー
タ・ソースの名前を使用します。Microsoft Windows の場合は、Microsoft の
「ODBC データ ソース アドミニストレータ」を使用して作成したデータ・ソー
スの名前を使用します。
3. 「ユーザー名」フィールドで、読み取りまたは書き込みする z/OS ファイルへの
アクセス権限を持つユーザーの名前を入力します。 UNIX および Linux の場
合、ユーザー名を入力しないと、CAC_CONFIG 環境変数で指定されているファ
イルの USERID パラメーターの値が使用されます。
4. 「ユーザー・パスワード」フィールドで、Classic Federation データ・サーバーへ
のログインに使用されるパスワードを入力します。 UNIX および Linux の場
合、パスワードを入力しないと、CAC_CONFIG 環境変数で指定されているファ
イルの USERPASSWORD パラメーターの値が使用されます。
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5. 「データ・セット名」フィールドで、有効な完全修飾データ・セット名を入力し
ます。
6. z/OS ファイルの読み取りを行うジョブの接続を定義する場合は、以下の追加オ
プション・フィールドにも入力が必要な場合があります。
v 「ボリューム」 – コンマで区切られた、1 つ以上のボリューム名のリストを
入力します。z/OS データ・セットがカタログされていない場合は、ボリュー
ム名を指定します。
v 「割り振りタイプ」 – ファイルを他のジョブと共有するよう指定する場合は
「共有」(デフォルト) を選択します。ファイルをこのジョブ専用にするよう指
定する場合は「排他」を選択します。
v 「欠落ファイル」 – 「データ・セット名」フィールドで指定されたファイル
が見つからない場合の処理を選択します。「Error」(デフォルト) を選択する
と、ジョブはエラーで終了します。「OK」を選択すると、ジョブは実行され
ますが、欠落ファイルは空ファイルとして処理されます。

書き込みモードの指定
レコードを書き込む z/OS File ステージを構成するには、新規ファイルに書き込む
のか、既存ファイルを上書きするのか、または既存ファイルにデータを追加するの
かを指定しなければなりません。

始める前に
以下の手順でこうした前提作業を完了します。
v z/OS File ステージ、Complex Flat File ステージ、および必要なリンクが組み込
まれたジョブを作成します。
v Classic Federation Server への接続を定義します。
v Complex Flat File ステージを構成します。

このタスクについて
z/OS File ステージを使用して、65,635 トラックを超えるトラックを必要とするフ
ァイルを書き込むには、次のいずれかの方式を使用して、ファイルのスペースを事
前割り振りしたうえで、「書き込みモード」に「上書き」を選択する必要がありま
す。
v JCL を使用してデータ・セットを事前割り振りすることができます (例えば、
IEFBR14 ステップが組み込まれたジョブを実行する)。この方式で行うときは、デ
ータ・セットを定義する DD ステートメントに (通常必要とされる他の DD パ
ラメーターに加えて) DSNTYPE=LARGE パラメーターも含める必要がありま
す。
v ISPF データ・セット・ユーティリティーの割り振りオプションを使用してファイ
ルを事前割り振りする場合は、ISPF パネル上で、通常必要とされる他のパラメー
ターに加えて、データ・セット名タイプに LARGE を設定します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集する入力リンクを選択します。
2. 新規ファイルに書き込む場合は、次の手順を完了してください。
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a. 「書き込みモード」プロパティーで「新規」 (デフォルト) を選択します。
z/OS ファイルの DISP パラメーターは、NEW に設定されます。
b. 「1 次割り振り量」プロパティーで、z/OS ファイルの SPACE パラメーター
の値として使用する正整数を入力します。デフォルト値は 10 です。 「1 次
割り振り量」のみを指定しても、「1 次割り振り量」と「2 次割り振り量」
の両方を指定してもかまいません。z/OS は、スペースの初回割り振りでは 1
次割り振り量を使用します。その後、ファイルがいっぱいになり、さらにス
ペースが必要な場合、z/OS は、2 次割り振り量を割り振ります。z/OS は、2
次割り振り量を 15 回まで割り振ります。それでもまだ書き込むデータがあ
る場合は、スペース不足メッセージを発行します。
c. 以下のプロパティーを任意で入力してください。
v 「ユニット」 – z/OS ファイルの UNIT パラメーターの値として使用する
ストリングを入力します。
v 「データ・クラス」 – z/OS ファイルの DATACLAS パラメーターの値とし
て使用するストリングを入力します。
v 「管理クラス」 – z/OS ファイルの MGMTCLAS パラメーターの値として使
用するストリングを入力します。
v 「ストレージ・クラス」 – z/OS ファイルの STORCLAS パラメーターの値
として使用するストリングを入力します。
v 「スペース・タイプ」 – 「トラック」 (デフォルト) または「シリンダ
ー」を選択します。この値は、z/OS ファイルの SPACE パラメーターに使
用されます。
v 「2 次割り振り量」 – z/OS ファイルの SPACE パラメーターの値として
使用する正整数を入力します。デフォルト値は 10 です。
d. 「レコード・フォーマット」プロパティーで、新規ファイルのフォーマット
を選択します。
e. オプション: 「レコード・フォーマット」プロパティーを「固定ブロック」ま
たは「可変ブロック」に設定した場合は、「最大ブロック・サイズ」プロパ
ティーに正整数を指定できます。デフォルトは 0 で、z/OS システムがデバ
イスのタイプに応じて、効率的なブロック・サイズを決定します。 「固定ブ
ロック」フォーマットの場合、z/OS ファイルの BLKSIZE パラメーターとし
て実際に使用されるブロック・サイズは、「最大ブロック・サイズ」より小
さいまたは等しい、LRECL パラメーターの最大倍数です。したがって、「最
大ブロック・サイズ」は、LRECL パラメーターの値以上でなければなりませ
ん。「可変ブロック」フォーマットの場合、z/OS ファイルの BLKSIZE パラ
メーターとして実際に使用されるブロック・サイズは、「最大ブロック・サ
イズ」に 4 を加算した値です。 z/OS は、LRECL パラメーターに 4 バイト
加算するため、「最大ブロック・サイズ」は、LRECL パラメーターに 8 を加
算した値以上でなければなりません。LRECL は、z/OS File ステージに接続
されている Complex Flat File ステージから取得されます。Complex Flat File
ステージでは、Complex Flat File ステージに入力された列の長さに基づいて
LRECL が計算されます。
3. 既存ファイルを上書きする場合は、次の手順を完了してください。
a. 「書き込みモード」プロパティーで「上書き」を選択します。 ファイルが既
に存在する場合、z/OS ファイルの DISP パラメーターは、OLD に設定され
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ます。ファイルがまだ存在しない場合、z/OS ファイルの DISP パラメーター
は、NEW に設定され、次のプロパティーに指定された値に基づいて、新規フ
ァイルが作成されます。
v 「1 次割り振り量」 – z/OS ファイルの SPACE パラメーターの値として
使用する正整数を入力します。デフォルト値は 10 です。
v 「ユニット」 – z/OS ファイルの UNIT パラメーターの値として使用する
ストリングを入力します。
v 「データ・クラス」 – z/OS ファイルの DATACLAS パラメーターの値とし
て使用するストリングを入力します。
v 「管理クラス」 – z/OS ファイルの MGMTCLAS パラメーターの値として使
用するストリングを入力します。
v 「ストレージ・クラス」 – z/OS ファイルの STORCLAS パラメーターの値
として使用するストリングを入力します。
v 「スペース・タイプ」 – 「トラック」 (デフォルト) または「シリンダ
ー」を選択します。この値は、z/OS ファイルの SPACE パラメーターに使
用されます。
v 「2 次割り振り量」 – z/OS ファイルの SPACE パラメーターの値として
使用する正整数を入力します。デフォルト値は 10 です。
b. 「レコード・フォーマット」プロパティーでは、既存ファイルに既に指定さ
れているレコード・フォーマットに一致するフォーマットを選択します。
c. オプション: 「レコード・フォーマット」プロパティーを「固定ブロック」ま
たは「可変ブロック」に設定した場合は、「最大ブロック・サイズ」プロパ
ティーに正整数を指定できます。デフォルトは 0 で、z/OS システムがデバ
イスのタイプに応じて、効率的なブロック・サイズを決定します。 「固定ブ
ロック」フォーマットの場合、z/OS ファイルの BLKSIZE パラメーターとし
て実際に使用されるブロック・サイズは、「最大ブロック・サイズ」より小
さいまたは等しい、LRECL パラメーターの最大倍数です。したがって、「最
大ブロック・サイズ」は、LRECL パラメーターの値以上でなければなりませ
ん。「可変ブロック」フォーマットの場合、z/OS ファイルの BLKSIZE パラ
メーターとして実際に使用されるブロック・サイズは、「最大ブロック・サ
イズ」に 4 を加算した値です。 z/OS は、LRECL パラメーターに 4 バイト
加算するため、「最大ブロック・サイズ」は、LRECL パラメーターに 8 を加
算した値以上でなければなりません。
4. 既存ファイルにデータを追加する場合は、「書き込みモード」に「追加」を選択
します。 既存ファイルの属性が使用され、z/OS ファイルの DISP パラメーター
は、MOD に設定されます。

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。
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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 ディレクタ
ーまたは IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーを使用して、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
これらのオプションを使用して、z/OS File ステージがデータを読み書きする方法を
変更します。

ジョブ終了 (EOJ) 処理の指定
ジョブが正常に終了したときまたは予期せず終了したときのファイルの処理を指定
できます。

このタスクについて
ジョブが正常に完了したとき、またはジョブが予期せず終了したときには、失敗の
原因を判断するための診断情報を入手する目的で、ファイルをカタログしたり、フ
ァイルを保持する必要がある場合があります。ジョブが正常に完了してファイルが
必要でなくなったとき、またはジョブが予期せず終了してファイルが必要なくなっ
たときは、ファイルを削除したり、ファイルをアンカタログしたりする場合もあり
ます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集するリンクを選択します。
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2. ジョブが正常終了したときのファイルの処理方法を選択するには、「正常終了時
処理」プロパティーに次のいずれか 1 つを選択します。ジョブが予期せず終了
したときのファイルの処理方法を選択するには、「異常終了時処理」プロパティ
ーに次のいずれか 1 つを選択します。
v カタログ (デフォルト) – ファイルを保持し、z/OS システム・カタログに追加
します。
v 保持 – ファイルを保持します。サイトで SMS を使用している場合、ファイ
ルのカタログも行われることがあります。
v 削除 – ファイルを z/OS システム・カタログから除去し、ファイルを削除し
ます。
v アンカタログ – ファイルを z/OS システム・カタログから除去します。ただ
し、ファイルは削除しません。

一時表のクリーンアップ
z/OS File ステージが組み込まれたジョブは、Classic Federation リポジトリー内に一
時表を作成します。

このタスクについて
データ・サーバーは、一時表を使用して、z/OS データ・セットの読み取りと書き込
みを行います。ジョブが終了すると、一時表はリポジトリーから削除され、z/OS デ
ータ・セットはデータ・サーバーから割り振り解除されます。しかし、ジョブが予
期せず終了した場合、一時表は削除されず、データ・セットも割り振り解除されま
せん。
「一時表のクリーンアップ」プロパティーを使用すると、一時表を Classic
Federation データ・サーバー上に残しておく日数を指定できます。このプロパティー
の最適な値を求めるには、すべての z/OS File ステージ・ジョブを調査して、実行
日数が最も長いジョブを見つけ、その日数に 1 加算してください。例えば、最長の
z/OS File ステージ・ジョブの実行が 3 日間であれば、4 を入力します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集するリンクを選択します。
2. 「一時表のクリーンアップ」プロパティーで、一時表が Classic Federation デー
タ・サーバー上に存続できる最大日数を入力します。経過日数に関係なく、すべ
ての一時表を削除する場合は、0 を入力してください。

z/OS File ステージ・ジョブの進行状況のレポート
読み取るレコードまたは書き込むレコードの数を指定し、その数に達してから進行
状況メッセージを InfoSphere DataStage のログ・ファイルに記録するよう指定でき
ます。

このタスクについて
例えば、30 を指定した場合、30 個のレコードを 1 セットとして、各セットの読み
取りまたは書き込みが終わるたび、進行状況メッセージがログ・ファイルに記録さ
れます。メッセージには、データ・セット名と処理されたレコードの総数が示され
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ます。ファイルから読み取られたレコードまたはファイルに書き込まれたレコード
の総数を示すメッセージは、常にジョブの最後にログに記録されます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集するリンクを選択します。
2. 「進行状況をレポート」プロパティーで、メッセージをログに記録する前に読み
取るまたは書き込むレコードの数を入力します。

z/OS ファイル内のレコードのサブセットのみを読み取る
デフォルトで、ジョブは z/OS ファイル内のすべてのレコードを読み取ります。し
かし、ジョブがレコードのサブセットのみを読み取るように指定することができま
す。

このタスクについて
ジョブの開発中、ジョブをテストするときには、レコードのサブセットを読み取る
ようにすると便利です。小さいファイル・セットを読み取ることで、ジョブが正し
く機能しているかどうかを確認してから、ファイル全体を対象にジョブを実行する
ことができます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集するリンクを選択します。
2. 「先頭行読み取り」プロパティーで、読み取るレコード数を入力します。 ジョ
ブは、先頭の n レコードのみを読み取ります。

バッチでのレコードの送信
データを書き込む z/OS File ステージ・ジョブでは、Classic Federation データ・サ
ーバーにバッチで送信するレコードの数を指定できます。

このタスクについて
レコードをバッチで送信すると、ジョブ・パフォーマンスに影響を与えます。バッ
チ・サイズが大きいほど、より多くのレコードを IBM InfoSphere DataStage でキュ
ーに入れてから、Classic Federation Server に送信できます。しかし、バッチ・サイ
ズが大きくなるほど、システム・リソースに対する要求も増すことに留意してくだ
さい。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集するリンクを選択します。
2. 「バッチ・サイズ」プロパティーで、Classic Federation データ・サーバーにバッ
チで送信するレコードの数を入力します。 入力する数値は、クライアント上の
Classic Federation 構成ファイルで構成する FETCH BUFFER SIZE 環境変数に指
定する値に関係します。「バッチ・サイズ」プロパティーに指定する値は、
(FETCH BUFFER SIZE - 108) / (LRECL パラメーターの値 + 6) より小さくな
ければなりません。LRECL は、z/OS File ステージに接続されている Complex
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Flat File ステージから取得されます。Complex Flat File ステージでは、Complex
Flat File ステージに入力された列の長さに基づいて LRECL が計算されます。

ディスク・スペースを解放して z/OS オペレーティング・システムに
返す
データを書き込む z/OS File ステージ・ジョブでは、ディスク・スペースを解放し
て z/OS オペレーティング・システムに返すことができます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「z/OS File ステージ」アイコンをダブルクリック
し、次に編集するリンクを選択します。
2. 「リリース」プロパティーで、「はい」 (デフォルト) を選択して、ディスク・
スペースを解放して z/OS オペレーティング・システムに返します。 「はい」
を選択すると、SPACE パラメーターの RLSE サブパラメーターが使用されます。

z/OS File ステージのトラブルシューティング
z/OS File ステージをトラブルシューティングするには、ログ・ファイルを調べて、
発生した問題の解決に役立つメッセージを探します。

ログ・ファイルの確認
ほとんどの場合、ジョブがどのように実行されたかを説明するメッセージは、すべ
て IBM InfoSphere DataStage のログ・ファイルに存在します。しかし、一部のケー
スでは、ジョブに関する追加のメッセージが、IBM InfoSphere Classic Federation
Server for z/OS のログ内や z/OS システム・ログ内にも存在することがあります。
z/OS のログを確認するときは、ジョブが実行された日時に対応しているメッセージ
を探してください。

ロギング・レベルの設定
正しく実行されないジョブに関する追加のデバッグ情報を取得するには、ロギン
グ・レベルを変更します。
v 環境変数 APT_ZOSFILE_DEBUG_VALUE を 1 (トレース) に設定すると、ジョ
ブの実行に関する詳細なメッセージがジョブ・ログに書き込まれます。この環境
変数で他に有効な値は、2 (デバッグ) と 3 (通常) です。
v Microsoft Windows の場合は、InfoSphere Classic ODBC アドミニストレーター
(cacadmin.exe プログラム。通常、C:¥Program Files¥IBM¥WSClassic95¥ODBC¥bin
内にあります) を使用して、「トレース・レベル」を 1 に設定します。
v Linux または UNIX の場合は、次の行を cac.ini ファイルに追加します。
TRACE LEVEL = 1

InfoSphere DataStage のジョブ・ログに ODBC 関連のエラー・メッセージや警告メ
ッセージが表示される場合、 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisclzos/v9r5/
topic/com.ibm.swg.im.iis.classic.msgs.doc/topics/iiycsallmessages.html で追加情報を参照
してください。
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コンテナーの使用
コンテナーを使用するジョブを作成する場合、z/OS File ステージと Complex Flat
File ステージの両方を同一コンテナーに組み込む必要があります。両方のステージ
を同じコンテナーに組み込まないと、ジョブはコンパイルされません。

エラー・メッセージ・リファレンス (z/OS File ステージ)
以下のエラー・メッセージが、InfoSphere DataStage のジョブ・ログに生成される場
合があります。
次のメッセージは、IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS によって生成
されますが、IBM InfoSphere DataStage のジョブ・ログに表示されます。これらの
メッセージの完全なテキストについては、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisclzos/v9r5/topic/com.ibm.swg.im.iis.classic.msgs.doc/topics/iiycsallmessages.html にアク
セスしてください。
表 10. z/OS File ステージのメッセージ
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA0001

情報

(テキストは定義されていません) このメッセー
ジは、コンソールに表示されるメッセージを
Classic Federation のジョブ・ログに書き込むた
めに使用されます。必要な処置は、メッセージ・
テキストによって異なります。このメッセージ
は、InfoSphere DataStage ジョブ・ログには返さ
れず、Classic Federation のジョブ・ログのみに
書き込まれます。

0x00DA0002

情報

(テキストは定義されていません) このメッセー
ジは、汎用診断トレース・メッセージを Classic
Federation のジョブ・ログに書き込むために使用
されます。 Classic Federation の TRACE
LEVEL パラメーターが、1、2、または 3 に設
定されているときにこのメッセージ番号が使用さ
れます。このメッセージは、InfoSphere
DataStage のジョブ・ログには返されず、Classic
Federation のジョブ・ログのみに書き込まれま
す。

0x00DA0003

エラー

Internal error, initialization failed.
Classic Federation が InfoSphere DataStage ジョ
ブを初期設定しているときに内部エラーが発生し
ました。IBM サポートに連絡してください。

0x00DA0004

エラー

Unrecognized command, cmd
InfoSphere DataStage ジョブが、無効なコマンド
を Classic Federation Server に渡しました。この
エラーは、InfoSphere DataStage のバージョンと
Classic Federation Server のバージョンとの非互
換が原因で発生することがあります。

0x00DA0005

情報

Dataset not found on request for information
for dsname
InfoSphere DataStage ジョブが、存在しないデー
タ・セットに関する情報を取得しようとしまし
た。このメッセージは、必ずしもエラーが発生し
たことを示すものではありません。
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表 10. z/OS File ステージのメッセージ (続き)
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA0018

エラー

Dataset, dsname, exclusively held by another
job/user for command cmd
z/OS File ステージ・ジョブが、別のジョブまた
は別の z/OS ユーザーが使用中のデータ・セット
の排他使用を要求しました。このエラーを修正す
るには、以下のいずれかを行います。
v z/OS File ステージ・プロパティーで、「割り
振りタイプ」プロパティーの値を「共有」に
変更する。
v データ・セットを排他使用できるときに z/OS
File ステージ・ジョブを実行する。/D
GRS,RES=(hlq,*) のような z/OS システム・コ
マンドを使用すると、他のジョブがデータ・
セットを保留しているかどうか判定できま
す。

0x00DA001c

エラー

DDName, ddname, is already in use
指定された DD 名は Classic Federation Server
が既に使用しています。DD 名は、内部のみで使
用されます。

0x00DA0027

情報

JCL parameters ignored for command cmd.
JCL-parms ...
InfoSphere DataStage がデータ・サーバーに送信
したパラメーターの 1 つ以上が無視されまし
た。無視されたパラメーターはリストに表示され
ています。

0x00DA0028

エラー

Internal error on command, cmd. Required
parameter DD name passed as null.
DD 名は、InfoSphere DataStage からデータ・サ
ーバーへの呼び出しの多くで必須パラメーターに
なっています。メッセージに示されたコマンド
で、DD 名が欠落していました。

0x00DA0029

エラー

Internal error on command, cmd. Required
parameter ReplyMsg passed as null.
応答メッセージ・テキストを置く領域は、
InfoSphere DataStage からデータ・サーバーへの
コマンドの必須パラメーターです。リストされた
コマンドで、応答領域が欠落していました。

0x00DA002a

エラー

Internal error on command, GETINFO. Dataset,
dsname, found in allocation table. But value
of DD name is null in allocation object.
データ・サーバーで予期しない問題が発生しまし
た。

0x00DA0101

エラー

Incorrect disposition, disposition.
DISP JCL パラメーター内で無効値が使用されま
した。 JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。
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表 10. z/OS File ステージのメッセージ (続き)
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA0102

エラー

LRECL already set
2 つの LRECL JCL パラメーターがデータ・サ
ーバーに渡されました。1 つは独立したパラメー
ターで、もう 1 つは DCB のサブパラメーター
でした。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0103

エラー

BLKSIZE already set
2 つの BLKSIZE JCL パラメーターがデータ・
サーバーに渡されました。1 つは独立したパラメ
ーターで、もう 1 つは DCB のサブパラメータ
ーでした。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0104

エラー

RECFM already set
2 つの REFM JCL パラメーターがデータ・サー
バーに渡されました。1 つは独立したパラメータ
ーで、もう 1 つは DCB のサブパラメーターで
した。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0105

エラー

setDISP internal error
このメッセージは、データ・サーバーの内部エラ
ーであることを示します。

0x00DA0106

エラー

SPACE unit parm invalid, unit
SPACE JCL パラメーターに、TRK または CYL
以外の値が指定されました。JCL は、内部で生
成され、InfoSphere DataStage ジョブ開発者が制
御することはできません。

0x00DA0107

エラー

Primary space parm missing
SPACE JCL パラメーターに必要な 1 次スペー
ス量サブパラメーターが欠落しています。JCL
は、内部で生成され、InfoSphere DataStage ジョ
ブ開発者が制御することはできません。

0x00DA0108

エラー

Non numeric in primary space parm
SPACE JCL パラメーターの 1 次スペース量サ
ブパラメーターに非数値の値が指定されました。
JCL は、内部で生成され、InfoSphere DataStage
ジョブ開発者が制御することはできません。

0x00DA0109

エラー

Non numeric in secondary space parm
SPACE JCL パラメーターの 2 次スペース量サ
ブパラメーターに非数値の値が指定されました。
JCL は、内部で生成され、InfoSphere DataStage
ジョブ開発者が制御することはできません。

0x00DA010b

エラー

Comma missing between SPACE unit and primary
space parms
SPACE JCL パラメーターのフォーマットが無効
です。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。
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表 10. z/OS File ステージのメッセージ (続き)
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA010c

エラー

Comma missing in SPACE parm before RLSE
SPACE JCL パラメーターのフォーマットが無効
です。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA010d

エラー

Too many parms for SPACE primary, secondary
space allocation amounts.
SPACE JCL パラメーターのフォーマットが無効
です。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA010e

エラー

Too many parms on SPACE keyword
SPACE JCL パラメーターのフォーマットが無効
です。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA010f

エラー

Embedded parens not allowed in DCB parmlist
DCB JCL パラメーターのフォーマットが無効で
す。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。IBM サポートに連絡してください。

0x00DA0110

エラー

Unexpected end of DCB parmlist
DCB JCL パラメーターのフォーマットが無効で
す。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0111

エラー

Equal sign missing after DCB keyword keyword
DCB JCL パラメーターのフォーマットが無効で
す。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0112

エラー

Non numeric in LRECL parameter
LRECL JCL パラメーターの値が非数値です。
JCL は、内部で生成され、InfoSphere DataStage
ジョブ開発者が制御することはできません。

0x00DA0113

エラー

Non numeric in BLKSIZE parameter
BLKSIZE JCL パラメーターの値が非数値です。
JCL は、内部で生成され、InfoSphere DataStage
ジョブ開発者が制御することはできません。

0x00DA0114

エラー

Invalid RECFM value, recfm-value
RECFM JCL パラメーターの値が無効です。有
効な値は、F、FB、FBS、V、VB、および VBS
です。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0115

エラー

Invalid DSORG value, dsorg-value
DSORG JCL パラメーターの値が無効です。有
効な値は、PS のみです。JCL は、内部で生成さ
れ、InfoSphere DataStage ジョブ開発者が制御す
ることはできません。
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表 10. z/OS File ステージのメッセージ (続き)
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA0116

エラー

Unrecognized DCB keyword, keyword
DCB JCL パラメーターのサブパラメーターのキ
ーワード値が無効です。有効なキーワード値は、
LRECL、BLKSIZE、DSORG、および RECFM
です。 JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0117

エラー

Non numeric in LRECL parm
LRECL JCL パラメーターの値が非数値です。
JCL は、内部で生成され、InfoSphere DataStage
ジョブ開発者が制御することはできません。

0x00DA0118

エラー

SPACE specification missing for create of
new file
新規データ・セットを作成するには、SPACE
JCL パラメーターが必要です。JCL は、内部で
生成され、InfoSphere DataStage ジョブ開発者が
制御することはできません。

0x00DA0119

エラー

SPACE specification missing for create of
new file
新規データ・セットを作成するには、SPACE
JCL パラメーターが必要です。JCL は、内部で
生成され、InfoSphere DataStage ジョブ開発者が
制御することはできません。

0x00DA011a

エラー

DCB specification missing for create of new
file
新規データ・セットを作成するには、DCB JCL
パラメーターが必要です。JCL は、内部で生成
され、InfoSphere DataStage ジョブ開発者が制御
することはできません。

0x00DA011b

エラー

Invalid delimiter, delim, in DSN after data
set name, dsname
このメッセージは、無効なデータ・セット名が原
因で発生することがあります。z/OS File ステー
ジの「データ・セット名」プロパティーが有効な
データ・セット名を指定していることを確認して
ください。

0x00DA011c

エラー

Invalid delimiter, delim, in DISP
無効な DISP JCL パラメーターが見つかりまし
た。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0131

エラー

Name/value terminator, ‘terminator-char',
missing after keyword
コンマや右括弧などの必要な文字が見つかりませ
んでした。このストリングは、内部で生成され、
InfoSphere DataStage ジョブ開発者が制御するこ
とはできません。

0x00DA0132

エラー

Equal sign missing after keyword, keyword
必要な等号が欠落しています。このストリング
は、内部で生成され、InfoSphere DataStage ジョ
ブ開発者が制御することはできません。
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表 10. z/OS File ステージのメッセージ (続き)
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA0133

エラー

Comma missing after keyword, keyword
必要なコンマが欠落しています。このストリング
は、内部で生成され、InfoSphere DataStage ジョ
ブ開発者が制御することはできません。

0x00DA0134

エラー

Unrecognized JCL parameter
認識されない JCL パラメーターが見つかりまし
た。JCL は、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA013e

エラー

The specified member name, member-name, on
data set, dsname, is invalid
PDS または PDSE メンバー名のフォーマットが
無効か、メンバーが存在しません。z/OS File ス
テージの「データ・セット名」プロパティーに正
しい値を指定してください。

0x00DA0200

エラー

Call to AllocSQLMsg failed for error code
error-code. Descriptive-error-information
データ・サーバーでエラーが発生しました。この
メッセージは、InfoSphere DataStage のジョブ・
ログには返されません。このメッセージは、
Classic Federation のジョブ・ログと z/OS シス
テム・ログのみに書き込まれます。

0x00DA0201

エラー

Cmd error Descriptive-error-text
データ・サーバーが呼び出した動的 z/OS デー
タ・セット割り振りルーチンが失敗しました。説
明エラー・テキストに z/OS のコードとメッセー
ジが含まれている場合があります。 Classic
Federation のジョブ・ログと z/OS システム・ロ
グには、その他のメッセージが含まれている場合
があります。これらのメッセージを使用して、問
題を診断し、修正してください。これらのコード
とメッセージの詳細については、「z/OS
V1R10.0 MVS Programming Authorized
Assembler Services Guide」 (http://
publib.boulder.ibm.com/infocenter/zos/v1r10/
index.jsp?topic=/com.ibm.zos.r10.iea/iea.htm から入
手できます) を参照してください。

0x00DA0202

エラー

Name/token, name/token, not found for,
name-token-cmd
無効な要求、パラメーター、またはパラメーター
値がデータ・サーバーに送信されました。要求ス
トリングは、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。

0x00DA0203

エラー

Name/token error rc returned by request,
name-token-cmd, for token name, name-token.
無効な要求、パラメーター、またはパラメーター
値がデータ・サーバーに送信されました。要求ス
トリングは、内部で生成され、InfoSphere
DataStage ジョブ開発者が制御することはできま
せん。
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表 10. z/OS File ステージのメッセージ (続き)
メッセージ番号

重大度

説明

0x00DA0204

エラー

Error accessing internal allocation table,
func. Error description is
alloc-table-error-desc.
データ・サーバーが内部割り振り表にアクセスし
ているときにエラーが発生しました。

0x00DA0205

エラー

Memory allocation error
データ・サーバーがメモリーを割り振っていると
きにエラーが発生しました。

0x00DA0206

エラー

Invalid parms on GETINFO request
z/OS ジョブがファイルに関する情報を要求した
とき、データ・サーバーが要求で無効なパラメー
ターを検出しました。このメッセージは、z/OS
File ステージ・プロパティーの「データ・セッ
ト名」プロパティーに無効なデータ・セット名が
指定されていることが原因で発生することがあり
ます。有効なデータ・セット名を指定してくださ
い。データ・セット名が有効であるにもかかわら
ずこのメッセージが発生する場合は、IBM サポ
ートに連絡してください。

0x00DA0207

エラー

Catalog interface error Descriptiveinformation
データ・サーバーがデータ・セットに関する情報
を取得しようとして、エラーを検出しました。こ
のメッセージは、z/OS File ステージ・プロパテ
ィーの「データ・セット名」プロパティーに無効
なデータ・セットが指定されていることが原因で
発生することがあります。有効なデータ・セット
名を指定し、ファイルが z/OS 上に存在すること
を確認してください。エラーを修正してから、再
度ジョブを実行してください。

0x00DA0209

エラー

Cmd error Descriptive-error-text
データ・サーバーが PDS または PDSE のメン
バーを削除しようとして、エラーを検出しまし
た。このメッセージは、メンバーが存在しないこ
とが原因で発生することがあります。メンバーが
存在するにもかかわらずこのメッセージが発生す
る場合は、IBM サポートに連絡してください。

0x00DA0210

エラー

DD name ddname not defined
ddname に割り振られたファイルを処理する
GETINFO 要求が実行されましたが、この DD
名はデータ・サーバーのアドレス・スペースに割
り振られていませんでした。DD 名は、内部で生
成され、InfoSphere DataStage ジョブ開発者が制
御することはできません。

0x00DA0211

エラー

DD name ddname refers to an HFS file
ddname に割り振られたファイルを処理する
GETINFO 要求が実行されましたが、このファイ
ルは HFS ファイルでした。Classic Federation
は、HFS ファイルをサポートしません。z/OS
File ステージ・プロパティーの「データ・セッ
ト名」プロパティーに MVS データ・セット名
を入力してから、再度ジョブを実行してくださ
い。

第 4 章 z/OS File ステージ

47

48

接続ガイド: IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS 編

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

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

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

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

［タ行］
他社の Web サイト
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ODBC 24
エラー・メッセージ
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