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第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
この練習では、簡単なジョブの作成方法を段階的に一通り説明します。
この練習の目的は、より複雑なジョブのデザインを理解できるようになるため、デ
ザイナー・クライアントに慣れることです。 パラレル・ジョブのためのチュートリ
アルもあり、そちらではパラレル・ジョブのデザインについて、より詳細に説明し
ています。
この練習では、テキスト・ファイルからデータを読み取り、ファイルに含まれてい
る日付のフォーマットを変更して、変換したデータを別のテキスト・ファイルに書
き込む単純なパラレル・ジョブをデザインして、実行します。
ソース・テキスト・ファイルには、自動車部品を取り扱う卸売業者のデータが入っ
ています。そこには、ホイールの在庫に関する詳細が含まれます。 データは、4
列、約 255 行のデータ行で構成される表にまとめられています。 各列は次のとお
りです。
CODE 各ホイール・タイプの製品コード。
DATE 新しいホイールが入荷した日付 (年、月、日で指定)。
PRODUCT
各ホイール・タイプの説明テキスト。
QTY

ホイールの在庫数。

作成するジョブは、以下のタスクを実行します。
1. ファイルからデータを抽出する。
2. 「DATE」列のデータを完全な日付 (YYYY-MM-DD) から年と月 (YYYY、MM)
に変換して、別個の 2 つの列として保管する。
3. 変換済みデータを新しいテキスト・ファイルに書き込む。このファイルは、ジョ
ブの実行時に作成されます。
次の表は、ジョブが読み取るサンプルのソース・データを示します。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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図 1. 練習用のソース・データ

次の表は、ジョブによって変換処理が行われた後の、同じデータを示します。

2
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図 2. ジョブによる変換処理後のデータ

学習目標
この練習の作業を終了すると、以下のタスクの実行方法を理解できます。
v プロジェクトをセットアップする。
v 新規ジョブを作成する。
v ステージとリンクを追加し、それらを編集して、ジョブを開発する。
v ジョブをコンパイルする。
v ジョブを実行する。

所要時間
この練習は、終了するまでに約 60 分かかります。 この練習に関連したその他の概
念も調査する場合は、さらに時間がかかります。
第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン

3

対象者
IBM® Information Server の新規ユーザー。

システム要件
この練習には、次のハードウェアとソフトウェアが必要です。
v Windows XP プラットフォームにインストール済みの IBM InfoSphere®
DataStage® クライアント。
v Windows または UNIX プラットフォーム上のエンジン層への接続 (Windows サ
ーバーはクライアントと同じコンピューターに置くことができます)。

前提条件
練習を開始する前に、以下のタスクを完了してください。
v DataStage 開発者特権を InfoSphere DataStage アドミニストレーターから付与して
もらう。
v アドミニストレーターが作成した、この作業用のプロジェクトの名前を入手す
る。
v 最初のレッスンで説明している練習用データをセットアップする。

練習の開始
練習を開始する前に、使用するデータをフォルダーにコピーする必要があります。
練習を開始するには、次のようにします。
1. インストール CD をクライアント・コンピューターの CD ドライブまたは
DVD ドライブに挿入します。
2. クライアント・コンピューター上に新規フォルダーを作成して、「exercise」と
名前を付けます。
3. CD にある「¥TutorialData¥DataStage¥Example1.txt」というファイルを、クラ
イアント・コンピューター上に作成したフォルダーにコピーします。
これで、練習を開始する準備ができました。

デザイナー・クライアントの開始
最初のステップは、デザイナー・クライアントを開始することです。
デザイナー・クライアントは、プロジェクトのセットアップ、ジョブの作成やデザ
インに使用するツールです。 デザイナー・クライアントは、データの抽出、変換処
理、ロード、および品質チェックを行うジョブを作成するために必要なツールを提
供します。 デザイナー・クライアントは、ジョブの作成に使用するワークベンチや
空のキャンバスに似ています。 デザイナー・クライアントのパレットには、ジョブ
の基本的な構成要素を形成するツールが入っています。
v ステージは、データ・ソースに接続して、ファイルの読み取りまたは書き込みを
行い、データを処理します。
v リンクは、ステージを接続し、それに沿ってデータが流れます。
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デザイナー・クライアントは、デザイン・プロセスの中で作成されるオブジェクト
を保管するために、リポジトリーを使用します。 これらのオブジェクトは、他のジ
ョブ・デザイナーが再使用できます。
デザイナー・クライアントを開始するには、次のようにします。
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」を選択します。
2. 「アタッチ」ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力します。
3. 「プロジェクト」リストから使用するプロジェクトを選択し、「OK」をクリッ
クします。
4. サーバーからのセキュリティー証明書がトラステッドではないというメッセージ
が表示された場合は、証明書を受け入れます。
a. セキュリティー証明書を表示するには、「証明書の表示」をクリックしま
す。
b. 「証明書のパス」タブをクリックして、ルート証明書を選択します。
c. 「全般」タブをクリックします。
d. 「証明書のインストール」をクリックしてから、「次へ」をクリックしま
す。
e. 「証明書をすべて次のストアに配置する」を選択します。
f. 「参照」をクリックして、「信頼されたルート証明機関」を選択します。
g. 「次へ」をクリックしてから、「終了」をクリックすると証明書がインポー
トされます。
5. 「キャンセル」をクリックして、「新規」ウィンドウを閉じます。 (ジョブの作
成は、この練習の後半に行います。)
これで、デザイナー・クライアントで作業を開始する準備ができました。
次の図は、デザイナー・クライアントを示しています。
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図 3. デザイナー・クライアント

6

デザイナー・クライアント・ガイド

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、デザイナー・クライアントを開始しました。
以下のタスクについて学習しました。
v 「アタッチ」ウィンドウでユーザー名とパスワードを入力する方法
v 開くプロジェクトを選択する方法

プロジェクトのセットアップ
次のステップは、使用するデータを定義して、プロジェクトをセットアップするこ
とです。
ジョブを作成する前に、データに関する情報を入力して、プロジェクトをセットア
ップする必要があります。 この情報には、データが保管される表またはファイルの
名前と場所、その表またはファイルに含まれる列の定義などが含まれます。メタデ
ータとも呼ばれるこれらの情報は、リポジトリー内の表定義に保管されます。 表定
義を指定する最も簡単な方法は、表定義をソース・データから直接インポートする
ことです。 この練習では、データに関する詳細をデータ・ファイルから直接インポ
ートすることで、表定義を定義します。
表定義を定義するには、次のようにします。
1. デザイナー・クライアントで、「インポート」 > 「表定義」 > 「順次ファイル
定義」を選択します。
2. 「メタデータのインポート (順次ファイル)」ウィンドウで、次のステップを実行
します。
a. 「ディレクトリー」フィールドで、練習用のディレクトリー名を入力する
か、参照して選択します。
b. 「ファイル」セクションをクリックします。
c. 「ファイル」セクションで、「Example1.txt」を選択します。
d. 「インポート」をクリックします。
3. 「順次ファイル・メタデータ定義」ウィンドウで、次のタスクを実行します。
a. 「フォーマット」ページで、「最初の行は列名」オプションを選択します。
b. 「定義」タブをクリックします。
c. 「定義」ページで、列定義を確認します。 このメタデータを使用して、表定
義のデータを設定します。
d. 「OK」をクリックします。
4. 「メタデータのインポート (順次ファイル)」ウィンドウで、「閉じる」をクリッ
クします。
5. リポジトリー・ツリーで、「表定義¥Sequential¥Root」フォルダーを開きます。
6. 「Example1.txt」という名前の表定義オブジェクトをダブルクリックして開きま
す。
7. 「表定義」ウィンドウで、「列」タブをクリックします。
8. 「列」ページで、列定義を確認します。これらの列定義は、「順次ファイル・メ
タデータ定義」ウィンドウで見た列定義と同じことに注意してください。

第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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次の図は、列定義を示しています。これらの列定義を、 2 ページの図 1 に表示さ
れている列と比較してください。

図 4. ソース・データの列定義

9. 「OK」をクリックして、「表定義」ウィンドウを閉じます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、表定義を定義しました。
以下のタスクについて学習しました。
v データ・ファイルからメタデータをインポートして、リポジトリー内に表定義オ
ブジェクトを作成する方法
v 作成した表定義を開いて、その内容を確認する方法

新規ジョブの作成
ジョブをデザインするときの第 1 ステップは、空のジョブを作成して、それをリポ
ジトリー内のフォルダーに保存することです。
新規プロジェクトをインストールすると、プロジェクトは空であるため、必要なジ
ョブを作成する必要があります。 各ジョブは、データの読み取り、変換処理、ロー
ド、またはクレンジングを実行できます。 プロジェクト内のジョブの数は、デー
タ・ソースやデータ操作の頻度に依存します。
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このレッスンでは、「Exercise」という名前のパラレル・ジョブを作成し、それを
リポジトリー・ツリーの「ジョブ」フォルダー内の新規フォルダーに保存します。
新規ジョブを作成するには、次のようにします。
1. デザイナー・クライアントで、「ファイル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、左のペインで「ジョブ」フォルダーを選択してから、右
のペインでパラレル・ジョブ・アイコンを選択します。
3. 「OK」をクリックして、デザイン領域に空の新規ジョブ・デザイン・ウィンド
ウを開きます。
4. 「ファイル」 > 「保存」を選択します。
5. 「パラレル・ジョブに名前を付けて保存」ウィンドウで、「ジョブ」フォルダー
を右クリックして、メニューから「新規」 > 「フォルダー」を選択します。
6. フォルダーの名前を入力し (例えば、「My Folder」)、カーソルを「項目名」フ
ィールドに移動します。
7. ジョブの名前を「項目名」フィールドに入力します。ジョブの名前は
「Exercise」にしてください。
8. 「フォルダー・パス」フィールドのパスが「¥Jobs¥My Jobs」であることを確認
してから、「保存」をクリックします。
これで「Exercise」という名前の新規パラレル・ジョブを作成して、それをリポジ
トリー内のフォルダー「Jobs¥My Jobs」に保存できました。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ジョブを作成して、それをリポジトリー内の指定された場所に
保存しました。
以下のタスクについて学習しました。
v デザイナー・クライアントでジョブを作成する方法
v ジョブに名前を付けて、リポジトリー・ツリー内のフォルダーに保存する方法

ステージおよびリンクのジョブへの追加
作成したジョブにステージとリンクを追加します。 ステージおよびリンクは、実行
時のジョブの動作を決定する構成要素です。
前のレッスンで作成した「Exercise」という名前のジョブを開いて、ジョブ・デザイ
ン領域でアクティブにしてください。 タイトル・バーがダーク・ブルーであれば、
ジョブはアクティブです (Windows のデフォルト・カラーを使用している場合)。
ジョブは、互いにリンクされたステージで構成され、それらがデータ・ソースから
データ・ターゲットへのデータ・フローを記述します。 ステージは、データそのも
のを図で表現、またはそのデータに対して実行される変換処理を図で表現したもの
です。 ここでデザインするジョブには、データを読み取るステージ、データを変換
するステージ、データを書き込むステージがあります。

ステージの追加
この手順は、ステージをジョブに追加する方法を示します。
第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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1. デザイナー・クライアントのパレット領域で、「ファイル」バーをクリックし
て、パレットの「ファイル」セクションを開きます。
2. パレットの「ファイル」セクションで、「Sequential File」ステージ・アイコン
を選択して、開いているジョブまでステージをドラッグします。 ステージをジ
ョブ・ウィンドウの右側に置きます。
図は、パレットの「ファイル」セクションを示します。

図 5. パレットの「ファイル」セクション

3. パレットの「ファイル」セクションで、新しく「Sequential File」ステージ・ア
イコンを選択して、開いているジョブまでステージをドラッグします。 ステー
ジをジョブ・ウィンドウの左側に置きます。
4. デザイナー・クライアントのパレット領域で、「プロセス」バーをクリックし
て、パレットの「プロセス」セクションを開きます。
5. パレットの「プロセス」セクションで、「Transformer」ステージ・アイコンを
選択して、開いているジョブまでステージをドラッグします。 このステージ
を、2 つある Sequential File ステージの間に置きます。
図は、パレットの「プロセス」セクションを示します。
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図 6. パレットの「プロセス」セクション

6. 「ファイル」 > 「保存」を選択して、ジョブを保存します。

リンクの追加
この手順は、リンクをジョブに追加する方法を示します。
1. ジョブの左側にある Sequential File ステージを右クリックして、そのまま右マウ
ス・ボタンを押し続けます。 マウス・ポインターの横にターゲットが表示さ
れ、リンクを追加しようとしていることが示されます。
2. ターゲットを Transformer ステージまでドラッグしてから、マウス・ボタンをリ
リースします。 リンクを表す黒い線によって、2 つのステージが結合されま
す。
注: リンクが赤い線で表示される場合は、リンクが Transformer ステージまで接
続されていないことを示します。 この場合は、リンクの終端を選択して、
Transformer ステージまでドラッグし、リンクが黒くなってからリリースしてく
ださい。
3. ステップ 1 と 2 を繰り返して、Transformer ステージを 2 番目の Sequential
File ステージに接続します。
4. 「ファイル」 > 「保存」を選択して、ジョブを保存します。

ステージとリンクの名前の変更
デザイン時は、デフォルトの名前を受け入れるより、ユーザーがリンクやステージ
に名前を付けることをお勧めします。 名前を指定することで、ジョブの文書化や保
守が容易になります。
第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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ステージおよびリンクを、下の表に示す名前に変更します。 この手順は、ステージ
およびリンクの名前を変更する方法を示します。
1. 各ステージまたはリンクを選択します。
2. 右クリックして「名前の変更」を選択します。
3. 新しい名前を入力します。
ステージ

推奨名

左側の Sequential File ステージ

Data_source

Transformer ステージ

変換処理

右側の Sequential File ステージ

Data_target

左側のリンク

data_in

右側のリンク

data_out

これでジョブは、下のダイアグラムのようになります。

図 7. 名前変更したステージとリンクがあるサンプル・ジョブ

レッスンのチェックポイント
これで、最初のジョブのデザインが完了しました。
以下のタスクについて学習しました。
v ステージをジョブに追加する方法
v ステージを互いにリンクする方法
v ステージとリンクに分かりやすい名前を付ける方法

ジョブの構成
次のステップは、ジョブの構成とジョブで実行するタスクの定義です。
前のレッスンで追加した各ステージのステージ・エディターを開き、ステージに詳
細を追加して、ジョブを構成します。 以下の情報を指定します。
v ソース・データが入っているテキスト・ファイルの名前とロケーション。
v ジョブで読み取るデータのフォーマット。
v データの変換処理に関する詳細。
v ジョブが変換済みデータを書き込むファイルの名前とロケーション。
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Sequential File ステージを構成して、データ・ファイルからデータを読み取り、その
データを Transformer ステージに渡すようにします。

データ・ソース・ステージの構成
デザイナー・クライアントでジョブが開いていることを確認してください。
次の手順で「Data_source」という名前の Sequential File ステージを構成できます。
1. 「Data_source」という名前の Sequential File ステージをダブルクリックして、
ステージ・エディターを開きます。
2. 「出力」ページの「プロパティー」タブで、「ソース」カテゴリーにある「フ
ァイル」というプロパティーを選択します。
3. 「プロパティー」タブの右側にある「ファイル」フィールドで、
「C:¥Exercise¥Example1.txt」を入力し、Enter キーを押します。
4. 「オプション」フォルダーで「最初の行は列名」プロパティーを選択します。
5. 「プロパティー」タブの右側にある「最初の行は列名」フィールドで、「真」
を選択します。
6. 「列」タブをクリックします。
7. 「列」タブで、「ロード」をクリックします。
8. 「表定義」ウィンドウで、ツリーを参照して「表定義¥Sequential¥Root」フォル
ダーを開き、「Example1.txt」表定義を選択します。
9. 「OK」をクリックします。
10. 「列の選択」ウィンドウで、4 つすべての列定義が「選択された列」リストに
表示されていることを確認し、「OK」をクリックします。
11. ステージ・エディターの右上にある「データ参照」をクリックします。
12. 「データ・ブラウザー」ウィンドウで、「OK」をクリックします。 データ・
ブラウザーには、ソース・ファイルに含まれるデータが表示されます。 ソー
ス・ステージを構成した後は、データを表示してみることをお勧めします。こ
こでステージからデータを表示できれば、ジョブの実行時も、ステージがデー
タを読み取ることができると確認できるからです。
図は、データ・ブラウザーに表示されるデータを示しています。

第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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図 8. 変換前のデータ

13. 「閉じる」をクリックしてデータ・ブラウザーを閉じ、「OK」をクリックして
ステージ・エディターを閉じます。

Transformer ステージの構成
次の手順で Transformer ステージを構成できます。
1. Transformer ステージをダブルクリックして、Transformer ステージ・エディター
を開きます。
2. トランスフォーマー・エディターの左上のペインで、「CODE」列をクリックし
て、マウス・ボタンを押し続けます。
3. 「CODE」列を、「data_out」リンクを表す右のペインの表までドラッグします。
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4. マウス・ボタンをリリースします。 「CODE」列が「data_out」リンクに表示さ
れます。
5. これらのステップを繰り返して、「PRODUCT」列と「QTY」列も「data_in」リ
ンクから「data_out」リンクにコピーします。
6. Transformer ステージ・エディターの左下のペインで、以下のタスクを実行して
新規列を「data_out」リンクに追加します。
a. 「QTY」列の下の「列名」フィールドをダブルクリックして、新しい行を追
加します。
b. 空の「列名」フィールドに「YEAR」と入力します。
c. 「SQL タイプ」フィールドで、リストから「Integer」を選択します。
d. 「長さ」フィールドに「10」を入力します。
e. これらのステップを繰り返して、「MONTH」という名前の別の新しい列を、同
じく「SQL タイプ」に「Integer」、「長さ」に「10」を指定して追加してく
ださい。
「YEAR」と「MONTH」という名前の 2 つの新規列が、右上のペインの
「data_out」リンクに赤く表示されます。 赤く表示されるのは、そこに書き込む
データをどこから取得するか、まだ定義されていないためです。
7. 「YEAR」列のソース・データを定義するには、以下のタスクを実行します。
a. 「data_out」リンクの「YEAR」の左側にある「出力仕様」フィールドをダブ
ルクリックして、式エディターを開きます。
b. 式エディターで、「YearFromDate(data_in.DATE)」を入力します。
c. 式エディターの外側をクリックして、閉じます。
これで「DATE」列からデータを取得し、事前定義関数の YearFromDate を使用
してそのデータの年部分を抽出して、「YEAR」列のデータを設定するよう指定
しました。 「YEAR」列は黒く表示されるようになり、有効な出力仕様があるこ
とを示しています。
8. 「MONTH」列のソース・データを定義するには、以下のタスクを実行します。
a. 「data_out」リンクの「MONTH」の左側にある「出力仕様」フィールドをダ
ブルクリックして、式エディターを開きます。
b. 式エディターで、「MonthFromDate(data_in.DATE)」を入力します。
c. 式エディターの外側をクリックして、閉じます。
これで「DATE」列からデータを取得し、事前定義関数の MonthFromDate を使
用してそのデータの月部分を抽出して、「MONTH」列のデータを設定するよう
指定しました。 「MONTH」列は黒く表示されるようになり、有効な出力仕様が
あることを示しています。

第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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図 9. Transformer ステージ・エディター

9. 「OK」をクリックして、Transformer ステージ・エディターを閉じます。
以上で、Sequential File ステージから渡されたデータを読み取り、そのデータを変換
して月と年の別々のフィールドに分割してから、データをターゲットの Sequential
File ステージに渡す Transformer ステージの構成は終わりです。

ターゲット・ファイル・ステージの構成
次の手順で「Data_target」という名前の Sequential File ステージを構成できます。
1. 「Data_target」という名前の Sequential File ステージをダブルクリックして、ス
テージ・エディターを開きます。
2. 「入力」ページの「プロパティー」タブで、「ターゲット」フォルダーにある
「ファイル」というプロパティーを選択します。
3. 「プロパティー」タブの右側にある「ファイル」フィールドで、
「C:¥Exercise¥data_out.txt」を入力し、Enter キーを押します。
4. 「オプション」フォルダーで「最初の行は列名」プロパティーを選択します。
5. 「プロパティー」タブの右側にある「最初の行は列名」フィールドで、「真」を
選択します。

16

デザイナー・クライアント・ガイド

6. 「列」タブをクリックします。Transformer ステージで定義したメタデータを使
用してこれらのデータが設定されたことを確認できます。 デザイナー・クライ
アントは、ステージを接続するリンクに沿って、ステージ間で列定義を自動的に
伝搬します。
7. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じます。
8. 「ファイル」 > 「保存」を選択して、ジョブを保存します。
以上で、Transformer ステージから渡されたデータを、新規テキスト・ファイルに書
き込む Sequential File ステージの構成は終わりです。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ジョブを構成しました。
以下のタスクについて学習しました。
v Sequential File ステージを編集する方法
v ステージにメタデータをインポートする方法
v Transformer ステージを編集する方法

ジョブのコンパイル
ジョブをコンパイルして、システムで実行する準備をします。
前のレッスンで作成した「Exercise」という名前のジョブを開いて、ジョブ・デザイ
ン領域でアクティブにしてください。
ジョブをコンパイルするには、次のようにします。
1. 「ファイル」 > 「コンパイル」を選択します。 「ジョブのコンパイル」ウィン
ドウが開きます。ジョブのコンパイルが進むと、ウィンドウが更新され、コンパ
イラーからのメッセージが表示されます。
2. 「ジョブのコンパイル」ウィンドウに、ジョブのコンパイルが終了したというメ
ッセージが表示されたら、「閉じる」をクリックします。
これでジョブのコンパイルが済み、実行する準備ができました。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ジョブをコンパイルしました。

ジョブの実行と結果の表示
このレッスンでは、ディレクター・クライアントを使用して、ジョブを実行し、実
行時にジョブが生成するログを表示します。 また、デザイナー・クライアントを使
用して、サンプル・ジョブが書き込むデータも調査します。
ジョブは、ディレクター・クライアントから実行します。 ディレクター・クライア
ントは、運用コンソールです。 デザイナー・クライアントで開発中のジョブを、デ
ィレクター・クライアントを使用して実行したりトラブルシューティングします。
開発が完了したジョブを実稼働環境で実行するときも、ディレクター・クライアン
トを使用します。
第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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ジョブ・ログは、ジョブの実行時に受け取るエラーのデバッグに役立ちます。

ジョブの実行
次の手順でジョブを実行します。
1. デザイナー・クライアントで、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を選択し
ます。 デザイナー・クライアントによって、チュートリアル用のプロジェクト
に自動的にログインされるので、スタート・メニューからディレクターを開始し
て、プロジェクトにログオンする必要はありません。 ここで使用するジョブ
は、ディレクター・クライアント内で「コンパイル済み」の状況になっていま
す。この状況は、ジョブを実行する準備ができていることを意味します。

図 10. ディレクター・クライアント

2. ディレクター・クライアントの右のペインでジョブを選択してから、「ジョブ」
> 「直ちに実行」を選択します。
3. 「ジョブ実行オプション」ウィンドウで、「実行」をクリックします。
4. ジョブ状況が「完了」に変わったら、「表示」 > 「ログ」を選択します。
5. ジョブ・ログの内容を調べて、ジョブの実行時にディレクター・クライアントが
レポートする情報のタイプを確認してください。 表示されるメッセージは、制
御タイプか通知タイプのいずれかです。 ジョブは、致命的メッセージや警告メ
ッセージを生成することもあります。 次の図は、ジョブのログ・ビューを示し
ています。
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図 11. ジョブ・ログ

6. 「ファイル」 > 「終了」を選択して、ディレクター・クライアントを閉じま
す。

結果の表示
次の手順でジョブの結果を表示できます。
1. デザイナー・クライアントのジョブで、「Data_target」という名前の Sequential
File ステージをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. ステージ・エディターで、「データ参照」をクリックします。
3. 「データ・ブラウザー」ウィンドウで「OK」をクリックして、デフォルト設定
を受け入れます。 ウィンドウが開いて、データ・セットに書き込まれたデータ
が最大 100 行表示されます (データ・ブラウザーに表示する行を 100 行より多
くする場合は、「OK」をクリックする前に、デフォルト設定を変更してくださ
い)。
4. データを調べて、CODE、PRODUCT、QTY、MONTH、および YEAR という 5
つの列がデータに含まれていることを確認してください。

第 1 章 チュートリアル: 最初のジョブのデザイン
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図 12. 変換処理済みデータ

5. 「閉じる」をクリックして、「データ・ブラウザー」ウィンドウを閉じます。
6. 「OK」をクリックして、Sequential File ステージを閉じます。

レッスンのチェックポイント
このレッスンでは、ジョブを実行して、その結果を確認しました。
以下のタスクについて学習しました。
v デザイナー・クライアントからディレクター・クライアントを開始する方法
v ジョブを実行して、ログ・ファイルを確認する方法
v ジョブによって書き込まれたデータを表示する方法
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第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ
ジョブ・デザインは、大まかなデータ・フローの作成から開始します。その後で、
詳細を指定できます。
ジョブ・デザインには、以下が含まれます。
v 必要な処理ステップを表すステージ
v データ・フローを表す、ステージ間のリンク
インストールしたエディションに応じて、InfoSphere DataStage には次の 3 つのジ
ョブ・タイプがあります。
v パラレル・ジョブ。 SMP、MPP、またはクラスター・システムの InfoSphere
DataStage サーバーで実行されます。
v サーバー・ジョブ。 InfoSphere DataStage サーバーで実行され、必要に応じて他
のデータ・ソースに接続します。
v メインフレーム・ジョブ。 メインフレーム・ジョブはメインフレームにアップロ
ードされて、そこでコンパイルと実行が行われます。
注: メインフレーム・ジョブは、このバージョンの IBM InfoSphere Information
Server ではサポートされません。
この他に、デザイナーでジョブと同じように表示され、デザイナーによって処理さ
れる 2 つのエンティティーがあります。以下のものがあります。
v 共有コンテナー。 再使用可能なジョブ・エレメントです。通常、いくつかのステ
ージとリンクで構成されます。 共有コンテナーのコピーは、いくつのサーバー・
ジョブおよびパラレル・ジョブでも使用可能で、必要に応じて編集することがで
きます。 共有コンテナーについては、 110 ページの『共有コンテナー』に説明が
あります。
v ジョブ・シーケンス。 ジョブ・シーケンスにより、実行される InfoSphere
DataStage サーバー・ジョブまたはパラレル・ジョブのシーケンスと、結果に応じ
て行うアクションを指定することができます。 ジョブ・シーケンスについては、
237 ページの『第 14 章 シーケンス・ジョブのビルド』に説明があります。

ジョブの基本操作
ジョブのデザインを開始する前に、新規ジョブを作成する方法または既存のジョブ
を開く方法を学習する必要があります。

ジョブの作成
次の手順でデザイナー・クライアントにジョブを作成します。

手順
1. デザイナー・メニューから「ファイル」 > 「新規」をクリックします。 「新
規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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2. 左のペインで「ジョブ」フォルダーを選択します。
3. 作成するジョブまたは共有コンテナーのタイプに応じて、アイコンの 1 つを選
択します。
4. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
デザイナーの右のペインに、「ダイアグラム」ウィンドウと、選択したジョブ・タ
イプ用のパレットが表示されます。 ジョブを保存して名前を指定できます。

既存のジョブを開く
前に作業したジョブを開く場合は、デザイナー・ウィンドウの「ファイル」メニュ
ーで最近使用されたジョブのリストから選択できます。

このタスクについて
それ以外の場合、ジョブを開くには以下のいずれかを行います。
v 「ファイル」 > 「開く...」を選択します。
v ツールバーの「開く」ボタンをクリックします。
「開く」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ここで、リポジトリーに現在保管
されているジョブ (またはその他のオブジェクト) を開くことができます。

手順
1. ジョブを含むフォルダーを選択します (これは、「ジョブ」フォルダーである可
能性がありますが、任意のフォルダーにジョブを保管できます)。
2. ツリーでジョブを選択します。
3. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
また、リポジトリー・ツリーでジョブを見つけ、ダブルクリックするか、選択して
ショートカット・メニューから「編集」を選択するか、背景にドラッグして開くこ
ともできます。
デザイナー・ウィンドウが更新され、選択したジョブがダイアグラム・ウィンドウ
に表示されます。

ジョブの保存
指定したすべてのパラメーターを保存して将来再使用するために、ジョブを保存し
ます。

手順
1. 「ファイル」 > 「保存」を選択します。 「ジョブに名前を付けて保存」ダイア
ログ・ボックスが表示されます。
2. ジョブの名前を「項目名」フィールドに入力します。
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3. ジョブを保管するフォルダーをツリー構造からクリックして選択します。 それ
が「フォルダー・パス」ボックスに表示されます。 ジョブは、デフォルトで事
前構成の「ジョブ」フォルダーに保存されますが、任意のフォルダーを選択して
そこに保存することもできます。
4. 「OK」をクリックします。 ジョブ名が固有であれば、ジョブが作成されてリポ
ジトリーに保存されます。 ジョブ名が固有でない場合、メッセージ・ボックス
が表示されます。 別の名前を入力する前に、このメッセージへの確認応答が必
要です (ジョブ名は、選択したフォルダー内だけでなく、リポジトリー全体で固
有でなければなりません)。

タスクの結果
既存のジョブを別の名前で保存するには、「ファイル」>「名前を付けて保存...」を
選択し、「ジョブに名前を付けて保存」ダイアログ・ボックスに新しい名前とジョ
ブを保存するフォルダーを指定します。
ジョブをフォルダーごとに整理すると、ジョブ状況を表示する際に IBM InfoSphere
DataStage ディレクターを迅速に操作できます。

ジョブの命名
IBM InfoSphere DataStage ジョブに指定できる名前には、次の規則が適用されま
す。

手順
v ジョブ名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字および下線を使用できます。

タスクの結果
ジョブ・フォルダー名は、任意の長さで、スペースを含む任意の文字から成りま
す。

ステージ
ジョブは、データ・ソースからデータ・ターゲット (最終的なデータウェアハウス
など) へのデータ・フローを記述するステージが互いにリンクされて構成されてい
ます。
ステージには通常、少なくとも 1 つのデータ入力または 1 つのデータ出力があり
ます。 ただし、複数データ入力の受け入れや、複数ステージへの出力を行うステー
ジもあります。
ジョブ・タイプによってステージ・タイプが異なります。 デザイナーで使用できる
ステージは、デザイナーで現在開いているジョブ・タイプによって決まります。

第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ
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パラレル・ジョブ・ステージ
IBM InfoSphere DataStage には、パラレル・ジョブ用のいくつかの組み込みステー
ジ・タイプが用意されています。 これらのステージを使用して、データ・ソース、
データ・ターゲット、または変換処理ステージを表します。
パラレル・ステージは、パレット上の別々のグループに編成されます。
v 全般
v データ品質
v データベース
v 開発/デバッグ
v ファイル
v 処理
v リアルタイム
v 再構成
ステージとリンクは共有コンテナーにグループ化することができます。 共有コンテ
ナーのインスタンスは、その後、別のパラレル・ジョブで再使用できます。 また、
ジョブの中にローカル・コンテナーを定義することもできます。ローカル・コンテ
ナーは、ステージとリンクを 1 つの単位にグループ化しますが、定義されているジ
ョブ内でしか使用できません。
ステージ・タイプにはそれぞれ、一連の事前定義プロパティーと編集可能プロパテ
ィーがあります。 これらのプロパティーは、ステージ・エディターで表示や編集が
できます。ステージ・タイプごとにステージ・エディターが存在します。

サーバー・ジョブ・ステージ
IBM InfoSphere DataStage には、サーバー・ジョブ用のいくつかの組み込みステー
ジ・タイプが用意されています。 これらのステージを使用して、データ・ソース、
データ・ターゲット、または変換ステージを表します。
これらのステージは、パッシブ・ステージまたはアクティブ・ステージのいずれか
になります。パッシブ・ステージは、データの抽出や書き込みのためのデータベー
スへのアクセスを処理します。 アクティブ・ステージはデータ・フローをモデル化
し、あるデータ・タイプから別のタイプへのデータ変換、データ・ストリーム結
合、およびデータのアグリゲートに関する機構を提供します。
パレットは、ステージ・タイプを機能に応じて異なるグループに編成します。
v 全般
v データベース
v ファイル
v 処理
v リアルタイム
ステージとリンクは共有コンテナーにグループ化することができます。 共有コンテ
ナーのインスタンスは、その後、別のサーバー・ジョブで再使用できます (サーバ
ー・ジョブ機能を利用する方法として、そうした共有コンテナーをパラレル・ジョ
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ブで使用することもできます)。 また、ジョブの中にローカル・コンテナーを定義
することもできます。ローカル・コンテナーは、ステージとリンクを 1 つの単位に
グループ化しますが、定義されているジョブ内でしか使用できません。
ステージ・タイプにはそれぞれ、一連の事前定義プロパティーと編集可能プロパテ
ィーがあります。 これらのプロパティーは、ステージ・エディターで表示や編集が
できます。ステージ・タイプごとにステージ・エディターが存在します。

メインフレーム・ジョブ・ステージ
InfoSphere DataStage には、メインフレーム・ジョブで使用されるいくつかの組み込
みステージ・タイプが用意されています。 これらを使用して、データ・ソース、デ
ータ・ターゲット、または変換ステージを表します。
注: メインフレーム・ジョブは、このバージョンの IBM InfoSphere Information
Server ではサポートされません。
パレットは、ステージ・タイプを機能に応じて異なるグループに編成します。
v 全般
v データベース
v ファイル
v 処理
ステージ・タイプにはそれぞれ、一連の事前定義プロパティーと編集可能プロパテ
ィーがあります。 ステージには、データ・ソースとして使用できるものと、デー
タ・ターゲットとして使用できるものがあります。 どちらにも使用できるものもあ
ります。 処理ステージは、データをソースから読み取って処理し、データ・ターゲ
ットに書き込みます。 これらのプロパティーは、ステージ・エディターで表示や編
集ができます。 ステージ・タイプごとにステージ・エディターが存在します。

ステージおよび共有コンテナーの命名
ステージおよび共有コンテナーの命名には特定の規則が適用されます。
IBM InfoSphere DataStage ステージおよび共有コンテナーに指定する名前には、次
の規則が適用されます。
v 名前の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字および下線を使用できます。

リンク
リンクは、ジョブ内のさまざまなステージを結合します。また、リンクにより、ジ
ョブ実行時のデータ・フローを指定します。

パラレル・ステージのリンク
Data Set ステージ、Sequential File ステージ、および DB2® Enterprise ステージな
ど、パラレル・ジョブ内のファイル・ステージとデータベース・ステージは、デー
タ・ソースでのデータの読み取りまたは書き込みに使用されます。
第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ
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データ・ソースへの読み取り/書き込みリンクはステージ自身が表し、接続について
詳しくはステージ・プロパティーに示されます。
入力リンクは通常、データ・ターゲットに書き込むデータを受け渡します。出力リ
ンクは、データ・ソースから読み取られたメタデータを受け渡します。入力リンク
の列定義は、データ・ターゲットに書き込まれるデータを定義します。出力リンク
の列定義は、データ・ソースから読み取るデータを定義します。
処理ステージは通常、処理対象のデータを受け渡す入力リンクと、処理済みのデー
タを渡す出力リンクがあります。
列定義は、実際にはステージを接続するリンクに属し、リンクと共に移動します。
ステージの出力リンクに列定義を定義すると、その同じ列定義が別のステージへの
入力として使用されます。リンクの一端を別のステージに移動すると、その列定義
が接続先のそのステージで使用されます。リンクの一端で列定義の詳細を変更する
と、その変更は、リンクのもう一端の列定義にも反映されます。
使用するリンクのタイプは、リンクが入力リンクであるか、出力リンクであるか、
またどのステージにリンクするのかによって決まります。IBM InfoSphere DataStage
パラレル・ジョブは、以下の 3 つのタイプのリンクをサポートします。
ストリーム
ストリーム・リンクは、1 つのステージから別のステージへのデータ・フロ
ーを表します。ストリーム・リンクは、すべてのステージ・タイプで使用さ
れます。
参照資料
参照リンクは、表ルックアップを表します。参照リンクは、Lookup ステー
ジのみへの入力となり、他のステージに出力を送ることができます。
リジェクト
リジェクト・リンクは、特定の条件を満たさないためにリジェクトされた出
力レコードを表します。リジェクト・リンクは、関連の出力リンクからその
メタデータを派生させるので、メタデータを編集できません。
通常、ファイル・ステージまたはデータベース・ステージでは入力ストリーム・リ
ンクまたは出力ストリーム・リンクのみを使用できます。デザイナーのダイアグラ
ム・ウィンドウで 3 つのリンク・タイプの表示は異なり、ストリーム・リンクは実
線、参照リンクは点線、リジェクト・リンクは破線で表されます。

リンク・マーキング
パラレル・ジョブの場合、メタデータは、ステージを接続するリンクと関連付けら
れています。リンク・マーキングを有効にすると、リンクに現在メタデータが関連
付けられているかどうかを示す小さいアイコンがリンクに追加されます。
リンク・マーキングは、データがステージ間でどのようにパーティション化、収
集、およびソートされるかも示します。以下の図は、さまざまなタイプのリンク・
マーキングを示しています。
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パーティション・マーカー

パーティショニング・マーカー

パーティション・マーカー

パーティション・マーカー

コレクション・マーカー

リンク・マーキングは、デフォルトで有効になっています。 リンク・マーキングを
無効にするには、Designer Client のツールバーのリンク・マーカー・アイコン (

の表示」をクリックします。
) をクリックするか、ジョブ・キャンバスを右クリックして、「リンク・マーク

未アタッチのリンク
一端のみがステージにアタッチされているリンクを追加することができます。ただ
し、ジョブのコンパイルと実行を正常に行うには、その前に、そうしたリンクが 2
つ目のステージにアタッチされる必要があります。
未アタッチのリンクは特別な色で示されます (デフォルトは赤色ですが、「オプシ
ョン」ダイアログで変更可能です)。
デフォルトでは、ステージを削除すると、アタッチされているリンクとメタデータ
は残り、リンクは赤色で示されます。 「編集」またはショートカット・メニューで
「リンクを含めて削除」を選択すると、選択されたステージをその接続されたリン
クと一緒に削除します。

サーバー・ステージのリンク
サーバー・ジョブ内の特定のステージ (例えば、ODBC ステージ、Sequential File
ステージ、UniVerse ステージなど) は、データ・ソースでのデータの読み取りまた
は書き込みに使用されます。
第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ
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データ・ソースへの読み取り/書き込みリンクはステージ自身が表し、接続について
詳しくはステージの「全般」タブに示されます。
ステージに接続される入力リンクは通常、ベースとなるデータ・ターゲットに書き
込むデータを受け渡します。 出力リンクは、ベースとなるデータ・ソースから読み
取ったデータを受け渡します。 入力リンクの列定義は、データ・ターゲットに書き
込むデータを定義します。 出力リンクの列定義は、データ・ソースから読み取るデ
ータを定義します。
サーバー・ジョブのステージのリンクで重要な点として、列定義は、実際にはステ
ージではなくリンクに属し、リンクと共に移動します。 ステージの出力リンクに列
定義を定義すると、別のステージへの入力となるそのリンクの他端にも同じ列定義
が示されます。 リンクの一端を別のステージに移動すると、新しいステージにその
列定義が表示されます。 リンクの一端で列定義の詳細を変更すると、その他端の列
定義も変更されます。
リンクが入力か出力か、およびリンク対象のステージ・タイプに応じて、リンクの
使用方法に関する規則があります。
IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジョブでは、次の 2 タイプの入力リンクがサ
ポートされています。
v ストリーム。データのフローを表すリンク。 これは、プリンシパル・タイプのリ
ンクです。
v 参照。 表ルックアップを表すリンク。 データの変更方法に影響を及ぼす可能性
のある情報を提供します。変更されるデータを提供するものではありません。
デザイナーのダイアグラム・ウィンドウで 2 つのリンク・タイプの表示は異なり、
ストリーム・リンクは実線、参照リンクは点線で表されます。
出力リンクは 1 種類しかありません。ステージによって、出力リンクを次のステー
ジへの参照入力として使用できるものと、できないものがあります。

リンク・マーキング
サーバー・ジョブの場合、メタデータは、ステージでなくリンクと関連付けられて
います。リンク・マーキングを有効にすると、リンクに現在メタデータが関連付け
られているかどうかを示す小さいアイコンがリンクのそばに表示されます。
リンク・マーキングは、デフォルトで有効になっています。 無効にするには、デザ
イナー・ツールバーのリンク・マーク・アイコンをクリックするか、「ダイアグラ
ム」メニューまたはダイアグラムのショートカット・メニューでそれを選択解除し
ます。

未アタッチのリンク
一端のみがステージにアタッチされているリンクを追加することができます。ただ
し、ジョブのコンパイルと実行を正常に行うには、その前に、そうしたリンクが 2
つ目のステージにアタッチされる必要があります。
未アタッチのリンクは特別な色で示されます (デフォルトは赤色ですが、「オプシ
ョン」ダイアログで変更可能です)。
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デフォルトでは、ステージを削除すると、アタッチされているリンクとメタデータ
は残り、リンクは赤色で示されます。 「編集」またはショートカット・メニューで
「リンクを含めて削除」を選択すると、選択されたステージをその接続されたリン
クと一緒に削除します。

メインフレーム・ステージのリンク
メインフレーム・ジョブのターゲット・ステージは、データ・ターゲットへのデー
タの書き込みに使用します。 ソース・ステージは、データ・ソースからのデータの
読み取りに使用します。 ステージの中には、ソースまたはターゲットとして動作で
きるものがあります。 データ・ソースへの読み取り/書き込みリンクはステージ自身
が表し、接続について詳しくはステージの「全般」タブに示されます。
注: メインフレーム・ジョブは、このバージョンの IBM InfoSphere Information
Server ではサポートされません。
ソース・ステージおよびターゲット・ステージとのリンクは、処理ステージまたは
後処理ステージとのデータの受け渡しに使用します。
ソース・ステージとターゲット・ステージのステージ・タイプの場合、列定義は、
リンクでなくステージと関連付けられます。 「選択」ページで列定義を選択して、
ステージの出力リンクの表示内容を決めます。 「列プッシュ・オプション」を設定
すると、ステージ列定義を出力列に自動的にマッピングするよう指定できます (こ
のオプションを設定し、ステージ列を定義してから「OK」をクリックして「選択」
ページに進まずにステージを終了した場合に、プッシュが行われます)。
リンクが入力か出力か、およびリンク対象のステージ・タイプに応じて、リンクの
使用方法に関する規則があります。
メインフレーム・ステージには、実線で示される 1 種類のリンクしかありません。
(表ルックアップ機能は Lookup ステージで提供され、これに対する参照用の入力リ
ンクは、その機能を示すために点線で表示されます。)

リンク・マーキング
メインフレーム・ジョブの場合、メタデータはステージと関連付けられ、リンクを
流れます。 リンク・マーキングを有効にすると、リンクに現在メタデータが関連付
けられているかどうかを示す小さいアイコンがリンクのそばに表示されます。
リンク・マーキングは、デフォルトで有効になっています。 無効にするには、デザ
イナー・ツールバーのリンク・マーク・アイコンをクリックするか、「ダイアグラ
ム」メニューまたはダイアグラムのショートカット・メニューでそれを選択解除し
ます。

未アタッチのリンク
サーバー・ジョブやパラレル・ジョブと異なり、メインフレーム・ジョブには未ア
タッチのリンクを設定できません。リンクの両端がステージにアタッチされている
ことが必要です。
ステージを削除すると、アタッチされているリンクも自動的に削除されます。

第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ
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リンク順序
サーバー・ジョブの Transformer ステージとパラレル・ジョブのさまざまな処理ス
テージで、ステージの入力リンクまたは出力リンクの実行順序を指定できます。
IBM InfoSphere DataStage でジョブ・デザインを表示しているとき、リンク実行順
序を表示するには、次の 2 つの方法があります。
v Transformer ステージに対する入力または出力のリンクにマウス・ポインターを合
わせます。 ツールチップとして次のメッセージが表示されます。
入力実行順序 = n

(入力リンクの場合)
出力実行順序 = n

(出力リンクの場合)。 どちらの場合も、n は実行順序におけるそのリンクの位置
を示します。 番号が 1 の入力リンクは、1 次リンクです。
Transformer ステージからの出力で、かつ別の Transformer ステージへの入力であ
るようなリンクでは、その上にポインターを合わせたままにすると、出力リンク
情報が示されます。
v ステージを選択して右クリックし、ショートカット・メニューを表示します。
「入力リンク」または「出力リンク」を選択すると、その Transformer ステージ
の入出力のリンクと、その実行順序がリストされます。

リンクの命名
リンクの命名には特定の規則が適用されます。
IBM InfoSphere DataStage リンクに指定する名前には、次の規則が適用されます。
v リンク名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字および下線を使用できます。

ジョブ・デザインの開発
ジョブは、ダイアグラム・ウィンドウでデザインと開発を行います。
ステージは、パレットを使用して追加およびリンクします。 パレットに表示される
ステージは、サーバー・ジョブ、パラレル・ジョブ、メインフレーム・ジョブ、ま
たはジョブ・シーケンスが開いているか、パレットをカスタマイズしたかによって
異なります。
ステージは、ジョブ・デザインで追加、移動、名前の変更、削除、リンク、または
編集を行うことができます。

ステージの追加
ジョブに追加可能なステージの数は無制限です。
ダイアグラム・ウィンドウには、次のようにステージを配置することをお勧めしま
す。
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v パラレル・ジョブ
– 左側にデータ・ソース
– 右側にデータ・ターゲット
– ダイアグラム中央に処理ステージ
v サーバー・ジョブ
– 左側にデータ・ソース
– 右側にデータ・ターゲット
– ダイアグラム中央に Transformer ステージまたは Aggregator ステージ
v メインフレーム・ジョブ
– 左側にソース・ステージ
– 中央に処理ステージ
– 右側にターゲット・ステージ
ステージを追加するには、いくつかの方法があります。
v ツール・パレットでステージ・アイコンをクリックします。 ダイアグラム・ウィ
ンドウで、ステージを配置する場所をクリックします。 ステージがダイアグラ
ム・ウィンドウに表示されます。
v ツール・パレットでステージ・アイコンをクリックします。 それをダイアグラ
ム・ウィンドウにドラッグします。
v リポジトリー・ツリーで必要なステージ・タイプを選択し、それをダイアグラ
ム・ウィンドウにドラッグします。
ドラッグではなくクリックでステージを挿入する場合、ダイアグラム・ウィンドウ
でクリックするときに長方形を描き、挿入するステージの場所の他に、そのサイズ
と形状も指定することができます。
ステージにはそれぞれ、デフォルトの名前が与えられますが、必要であれば、この
名前は変更できます。
特定タイプのステージを複数追加する場合は、ツール・パレットでボタンをクリッ
クした後、Shift を押しながらダイアグラム・ウィンドウをクリックしてください。
ボタンを再選択せずにダイアグラム・ウィンドウを継続してクリックすることがで
きます。 必要なステージの追加が終わったら、Shift キーを離します。中止する場
合は、Esc を押してください。

ステージの移動
ステージを配置した後は、クリックしてドラッグすることによって、ダイアグラ
ム・ウィンドウで別の場所に移動できます。

このタスクについて
「グリッド線に合わせる」オプションを有効にしている場合、マウス・ボタンを離
すと、ステージは最も近いグリッド位置に配置されます。 ステージが互いにリンク
されている場合、1 つのステージを移動してもリンクは維持されます。

第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ
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ステージの名前の変更
ステージは、ステージ・エディターまたは「ダイアグラム」ウィンドウで名前変更
できます。

このタスクについて
ステージ名を変更するには、いくつかの方法があります。
v ステージ・エディターで名前を変更します。
v ダイアグラム・ウィンドウでステージを選択し、Ctrl-R を押すか、ショートカッ
ト・メニューから「名前の変更」を選択するか、またはメインメニューから「編
集」>「名前の変更」を選択して、ステージの下に表示されるテキスト・ボックス
に新しい名前を入力します。
v ダイアグラム・ウィンドウでステージを選択し、入力を開始します。
v ダイアグラム・ウィンドウでステージを選択し、プロパティー・ブラウザーで名
前を編集します (プロパティー・ウィンドウが表示されている場合)。

ステージの削除
ステージはダイアグラム・ウィンドウから削除できます。

このタスクについて
1 つ以上のステージを選択し、以下のいずれかを行います。
v Delete キーを押します。
v 「編集」 > 「削除」を選択します。
v ショートカット・メニューから「削除」を選択します。
メッセージ・ボックスが表示されます。 「はい」をクリックしてステージを削除
し、ダイアグラム・ウィンドウから削除します。 (この確認プロンプトは、必要に
応じてオフにできます。)
メインフレーム・ジョブでステージを削除すると、アタッチされているリンクも削
除されます。 サーバー・ジョブまたはパラレル・ジョブでステージを削除すると、
編集メニューまたはショートカット・メニューから「リンクを含めて削除」を選択
した場合を除き、リンクは残ります。

ステージのリンク
ジョブ・デザインでステージをリンクできます。

このタスクについて
ステージは、次の 3 つの方法でリンクできます。
v 「リンク」ボタンを使用します。 ツール・パレットから「リンク」ボタンを選択
します。 1 つ目のステージをクリックして、2 つ目のステージにリンクをドラッ
グします。マウス・ボタンを離すとリンクが作成されます。
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v マウスを使用します。 1 つ目のステージを選択します。 マウス・カーソルをス
テージの端に置くと、マウス・カーソルが円形に変わります。マウスをクリック
して別のステージにドラッグします。 マウス・ボタンを離すとリンクが作成され
ます。
v マウスを使用します。 1 つ目のステージをポイントして右クリックし、リンクを
2 つ目のステージにドラッグして離します。
リンクにはそれぞれ、デフォルトの名前が付きます。この名前は、変更できます。

リンクの移動
配置したリンクは、ダイアグラム・ウィンドウで新しい場所に移動できます。

このタスクについて
新しいリンク元またはリンク先を選択できますが、両方は選択できません。

手順
1. ダイアグラム・ウィンドウで移動するリンクをクリックします。リンクが強調表
示されます。
2. 移動する側のボックスをクリックし、目的の新規の場所にドラッグします。

タスクの結果
サーバー・ジョブとパラレル・ジョブでは、リンクの一端を別のステージに再接続
せずに移動することができます。 メインフレーム・ジョブでは、両端がステージに
アタッチされている必要があります。

リンクの削除
リンクはダイアグラム・ウィンドウから削除できます。

このタスクについて
リンクを選択し、以下のいずれかを行います。
v Delete キーを押します。
v 「編集」 > 「削除」を選択します。
v ショートカット・メニューから「削除」を選択します。
メッセージ・ボックスが表示されます。 「はい」をクリックして、リンクを削除し
ます。 リンクがダイアグラム・ウィンドウから削除されます。
注: サーバー・ジョブの場合、メタデータは、ステージでなくリンクと関連付けら
れています。 リンクを削除すると、関連付けられたメタデータも削除されます。
定義したメタデータを保持したい場合は、リンクを削除するのではなく、移動して
ください。

リンクの名前の変更
リンクの名前を変更することができます。
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このタスクについて
リンク名を変更するには、いくつかの方法があります。
v リンクを選択し、表示されたテキスト・ボックスに名前を入力し始めます。
v ダイアグラム・ウィンドウでリンクを選択し、プロパティー・ブラウザーで名前
を編集する。
v ダイアグラム・ウィンドウでリンクを選択し、 Ctrl-R を押してショートカット・
メニューから「名前の変更」を選択するか、メインメニューから「編集」 > 「名
前の変更」を選択し、リンクの下に表示されたテキスト・ボックスに新しい名前
を入力します。
v ダイアグラム・ウィンドウでリンクを選択し、入力を開始します。

複数リンクの取り扱い
ステージ間に複数のリンクがある場合、それらを離して並べてリンクを見やすくす
るために、ステージのサイズを変更したいことがあります。

このタスクについて
ステージのサイズを変更するには、ステージを選択して、境界ボックスのサイズ変
更用ハンドルの 1 つをドラッグします。

ステージの編集
ステージとリンクをダイアグラム・ウィンドウに追加した後は、ステージを編集し
て、使用するデータと必要なアグリゲートまたは変換を指定する必要があります。

このタスクについて
データは、入力リンクでステージに入り、出力リンクでステージから出力されま
す。 ステージと各入力リンクおよび出力リンク上のデータのプロパティーは、ステ
ージ・エディターで指定します。
ステージを編集するには、以下のいずれかを行います。
v ダイアグラム・ウィンドウでステージをダブルクリックします。
v ステージを選択し、ショートカット・メニューで「プロパティー...」を選びま
す。
v ステージを選択し、「編集」>「プロパティー」を選択します。
ダイアログ・ボックスが表示されます。 このダイアログ・ボックスの内容は、編集
するステージのタイプによって異なります。 詳しくは、個々のステージの説明を参
照してください。
リンク上のデータは、列定義で指定します。 リンクの列定義は、リンクの片側のス
テージを編集して指定します。 列定義は、各ステージ・タイプで同じように入力お
よび編集されます。
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列定義の指定
各ステージ・エディターに、データ入力またはデータ出力用のページがあります
(ステージ・タイプと、ステージに設定されたリンクによって変わります)。 入力リ
ンクまたは出力リンクを流れるデータは、列定義で指定します。

このタスクについて
列定義は、各リンクの「列」タブのグリッドに表示されます。
列グリッドには、各列定義の行があります。 表示される列は、ステージのタイプに
よって異なります。テキストが含まれる項目 (編集可能) と、セルに関して選択可能
な全オプションが入ったドロップダウン・リストがある項目があります。
グリッドを編集して、新しい列定義を追加したり、既存の定義の値を変更したりす
ることができます。 変更は、ジョブ・デザインを保存するときに保存されます。
各リンクの「列」タブには、列定義の編集に使用できる次のボタンもあります。
v 「保存...」。 列定義を表定義としてリポジトリーに保存します。
v 「ロード...」。 リポジトリーの表定義から列定義をロード (コピー) します。
リポジトリーに列定義をインポートまたは手動で入力する方法について詳しくは、
237 ページの『第 14 章 シーケンス・ジョブのビルド』に示されています。

列定義の編集
使用するデータを指定するために、グリッドで列定義を編集します。

このタスクについて
グリッドで列定義を編集するには、変更するセルをクリックし、ショートカット・
メニューから「セルの編集...」を選択するか、 Ctrl-E を押して「列メタデータ編
集」ダイアログ・ボックスを開きます。

列定義の挿入
新しい出力列を作成したり、表定義がない表に書き込んだりする場合、列グリッド
を編集して、列定義を手動で入力できます。

このタスクについて
グリッドの一番下に新しい列を追加するには、空の行を編集します。
既存の行と行の間に新しい列を追加するには、目的の位置の下の行にカーソルを置
いて、Insert キーを押すか、ショートカット・メニューから「行の挿入...」を選択し
ます。
新規行を定義した後は、行を右クリックして、グリッド内の新しい位置にドラッグ
できます。

列の命名
列の命名規則は、その表定義を使用するジョブのタイプによって異なります。
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サーバー・ジョブ
列名の長さは任意です。 英字または $ で始まり、英数字、下線、ピリオド、およ
び $ 文字を含みます。

パラレル・ジョブ
列名の長さは任意です。英字または $ で始まり、英数字、下線、および $ 文字を
含みます。

メインフレーム・ジョブ
列名の長さは任意です。 英字で始まり、英数字、下線、#、@、および $ 文字を含
みます。

列定義の削除
表定義をインポートまたは定義した後で、特定列のデータの読み取りまたは書き込
みを行わないことにした場合、その該当する列定義を削除する必要があります。

このタスクについて
不要な列定義は、「列」グリッドから簡単に削除できます。 列定義を削除するに
は、削除する行で任意のセルをクリックし、Delete キーを押すか、ショートカッ
ト・メニューから「行の削除」を選択します。「OK」をクリックすると、変更が保
存され、「表定義」ダイアログ・ボックスが閉じます。
複数の列定義を一度に削除するには、 Ctrl キーを押したままで削除する行の行セレ
クター列をクリックします。 Delete キーを押すか、ショートカット・メニューから
「行の削除」を選択すると、選択した行が削除されます。

列定義の保存
列定義を編集したり、新しい定義を挿入したりしたら、リポジトリーの表定義にそ
れを保存できます。 この定義は、あとでジョブ・デザインの他のステージにロード
できます。

このタスクについて
各表定義には、リポジトリーでこれを一意的に識別する ID があります。 この ID
は以下から取得されます。
v 「データ・ソース・タイプ」。 表定義が関連する実際の表を保持するデータ・ソ
ースのタイプを記述します。
v 「データ・ソース名」。 表定義のインポート時に使用された (あるいは表定義が
手動で入力された場合にユーザーによって指定された) DSN またはそれに相当す
るもの。
v 「表定義名」。 表定義の名前。
前のリリースの IBM InfoSphere DataStage では、すべての表定義が、リポジトリ
ー・ツリーの「表定義」カテゴリー内の、 3 つの部分からなる識別子から取得され
たサブカテゴリー構造の中にありました。 例えば、表定義 tutorial.FACTS は、
localuv 接続を使用して FACTS という UniVerse データベース表から tutorial プロ
ジェクトにインポートした表定義であるとします。 これは、Table
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definitions¥UniVerse¥localuv というカテゴリーに配置されました。 この完全な識別
子は UniVerse¥localuv¥tutorial.FACTS でした。
InfoSphere DataStage リリース 8.0 では表定義をリポジトリー内で選択した任意の
場所に配置することができます。 例えば、Tutorial という最上位のフォルダーに、
サーバー・ジョブ tutorial に関係するすべてのジョブと表定義を入れることができ
ます。

手順
1. 「保存...」をクリックします。 「表定義の保存」ダイアログ・ボックスが表示さ
れます。
2. フォルダーの名前またはパスを「データ・ソース・タイプ」フィールドに入力し
ます。 ここで入力した名前によって、定義がどのようにリポジトリーに保管さ
れるかが決まります。 デフォルトで、このフィールドには「保存」と表示され
ます。
3. 「データ・ソース名」フィールドに名前を入力します。これは、表定義識別子の
2 番目の部分となり、データ・ソース・タイプ・ブランチに作成されるブランチ
の名前になります。デフォルトで、このフィールドには、編集中のステージの名
前が表示されます。
4. 「表/ファイル名」フィールドに名前を入力します。これは、表定義識別子の最後
の部分となり、データ・ソース名ブランチに作成されるリーフの名前になりま
す。 デフォルトで、このフィールドには、編集中のリンクの名前が表示されま
す。
5. オプションで、表定義の簡略説明を「簡略説明」フィールドに入力します。 デ
フォルトで、このフィールドには、「保存...」をクリックした日付と時間が表示
されます。 日付と時間のフォーマットは、 Windows の設定によって異なりま
す。
6. オプションで、表定義の詳細説明を「詳細説明」フィールドに入力します。
7. 「OK」をクリックします。 リポジトリー内の指定したブランチに、列定義が保
存されます。

表定義の命名
列定義を表定義として保存する場合、特定の命名規則が適用されます。
以下の規則が適用されます。
v 表名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字、ピリオド、および下線文字を使用できます。

列定義のロード
リポジトリーの表定義から列定義をロードできます。

このタスクについて
表定義の作成やインポートの方法については、 55 ページの『第 4 章 データの定
義』を参照してください。

第 2 章 ジョブ・デザインのスケッチ

37

ほとんどのステージで、列を選択してロードできます。つまり、ロードする列を指
定することができます。

手順
1. 「ロード...」をクリックします。 「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。 このウィンドウに表示されるリポジトリー・ツリーで、必要な表定義を参
照して指定できます。
2. 該当のフォルダーをダブルクリックします。
3. フォルダーを展開していき、必要な表定義を表示します。
4. 必要な表定義を選択します。
注: クイック検索を使用して必要な表定義の名前を入力できます。 「OK」をク
リックすると、ツリーで表定義が選択されます。
5. 「OK」をクリックします。 編集するステージのタイプに応じて、次の 2 つの
いずれかが行われます。
v ステージ・タイプが選択的なメタデータ・ロードをサポートしない場合、選択
した表定義のすべての列定義が列グリッドにコピーされます。
v ステージ・タイプが選択的なメタデータ・ロードをサポートする場合、「列の
選択」ダイアログ・ボックスが表示され、ロードする列定義を指定できます。
矢印キーを使用して、「使用可能な列」リストと「選択された列」リストの間
で列を相互に移動します。 一重の矢印ボタンを押すと、強調表示された列が
移動し、二重の矢印ボタンを押すと、すべての項目が移動します。 デフォル
トでは、すべての列がロード対象として選択されます。 「検索...」をクリッ
クすると、ダイアログ・ボックスが開き、特定の列を検索できます。 またシ
ョートカット・メニューから、「検索...」と「次を検索」にアクセスできま
す。 選択が終わったら、「OK」をクリックします。 これにより、「列の選
択」ダイアログ・ボックスが閉じ、選択した列がステージにロードされます。
CFD ファイルから列定義を派生させるメインフレーム・ステージと一部のパ
ラレル・ステージでは、「列の選択」ダイアログ・ボックスに「フィラーを生
成」チェック・ボックスも含まれる場合があります。 列のロード元の表定義
が固定幅の表を表す場合に、これが発生します。これを選択すると、一連の非
選択列が縮小されてフィラー項目に入ります。 フィラー列のサイズは適宜調
整され、データ・タイプは文字に、名前は FILLER_XX_YY に設定されま
す。ここで、XX は開始オフセット、YY は終了オフセットです。 フィラー
を使用すると、列セットが小さくなり、スペースと処理時間が節約され、列セ
ットを把握しやすくなります。
CFD ファイルから取得した列定義をサーバー・ジョブ・ステージまたはパラ
レル・ジョブ・ステージにインポートする場合、選択列のいずれかが他の選択
列を再定義すると、警告が示されます。 ロードを続けるか、あるいは、戻っ
て列を選び直すことができます。
6. 「OK」をクリックして続行します。 ロード中のステージに、同じ名前の列定義
が既にある場合、上書きするかどうかの確認を求められます。 「列メタデータ
のマージ」チェック・ボックスはデフォルトで選択されます。これは、上書きを
確認した場合に、既存定義の「出力仕様」、「説明」、「表示サイズ」、および
「フィールド位置」が保持されることを指定します (これらには、必ずしも表定
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義の一部でない情報や、手動で追加した可能性がある情報も含まれています)。
マージの動作は、「デザイナー・オプション」ダイアログ・ボックスのメタデー
タ・オプションの設定によって影響されます。
7. 「はい」または「すべてはい」をクリックしてロードを確認します。ジョブ・デ
ザインを保存すると変更が保存されます。

列定義のインポートまたは入力
リンクに割り当てる列定義がリポジトリーにない場合、それらをデータ・ソースか
らリポジトリーにインポートしてから、ロードできる場合があります。
定義は、数多くのさまざまなデータ・ソースからインポート可能です。 あるいは、
列定義を手動で定義できます。
デザイナーから表定義をインポートまたは入力することができます。手順について
は、 55 ページの『第 4 章 データの定義』を参照してください。

サーバー・ディレクトリーの参照
一部のパラレル・ステージまたはサーバー・ステージ (すなわち、ファイルにアク
セスするステージ) の編集では、必要なファイルが配置されている、IBM InfoSphere
DataStage サーバー上のディレクトリー・パスの指定が必要になることがあります。
ディレクトリー・パスは、次の 3 つの方法で指定できます。
v ステージ・ダイアログ・ボックスの個々のテキスト入力ボックスにジョブ・パラ
メーターを入力します。
v 「ステージ」ダイアログ・ボックスの個々のテキスト入力ボックスにディレクト
リー・パスを直接入力します。
v 「参照」または「ファイルの参照」を使用します。
ヒント: サーバー上の選択したディレクトリーにあるファイルを参照する際、そ
のサーバー・コンピューターに多数のファイルが存在する場合は、ファイルの表
示に長い時間がかかる可能性があります。参照をより高速に行うには、アドミニ
ストレーター・クライアントの DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE 変数を true に設定す
ることができます。デフォルトでは、このパラメーターは false に設定されてい
ます。
参照を選択すると、「ディレクトリーの参照」または「ファイルの参照」ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。
v 「ファイルの場所」。 現行ディレクトリーの名前を表示します (Windows システ
ムを参照する場合には、ドライブであることもあります)。現在の場所のディレク
トリー階層がドロップダウンに示されます。
v 「ディレクトリー/ファイル・リスト」。 選択したディレクトリーにあるディレ
クトリーとファイルが表示されます。 必要なファイルをダブルクリックするか、
ディレクトリーをダブルクリックしてそこに移動します。
v 「ファイル名」。 選択したファイルの名前。 ここでワイルドカードを使用し
て、特定タイプのファイルを参照することができます。
v 「ファイルのタイプ」。 ファイル・タイプを選択し、表示されるファイルのタイ
プを限定します。
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v 「戻る」ボタン。 直前に参照したディレクトリーに移動します (他のディレクト
リーを参照していない場合は無効になっています)。
v 「上へ」ボタン。 現行ディレクトリーの親に移動します。
v 「ビュー」ボタン。 ディレクトリーやファイルのツリーの表示方法を選択できま
す。
v 「OK」ボタン。 「ファイル名」フィールドのファイルを受け入れ、「ファイル
の参照」ダイアログ・ボックスを閉じます。
v 「キャンセル」ボタン。 ファイルを指定せずにダイアログ・ボックスを閉じま
す。
v 「ヘルプ」ボタン。 ヘルプ・システムを呼び出します。

ステージの切り取り/コピーと貼り付け
ステージやリンクは、ジョブから切り取りまたはコピーして別のジョブに貼り付け
ることができます。
同じタイプの別のジョブ・キャンバスにも貼り付けられます。 同一のデザイナーで
も別のデザイナーでも構わず、異なるプロジェクトに貼り付けることもできます。
また、「形式を選択して貼り付け」を使用して、ステージやリンクを新規の共有コ
ンテナーに貼り付けることも可能です。
注: あるコンテキストから切り取って別のコンテキストに貼り付ける際には、注意
してください。 例えば、入力リンクの列を切り取って出力リンクに貼り付ける場
合、出力リンクには不適切で編集が必要な情報がある可能性があります。
ステージを切り取るには、キャンバスでそれを選択し、「編集」>「切り取り」を選
択します (または CTRL-X を押します)。 ステージをコピーするには、キャンバス
でそれを選択し、「編集」>「コピー」を選択します (または CTRL-C を押しま
す)。 ステージを貼り付けるには、宛先キャンバスを選択し、「編集」>「貼り付
け」を選択します (または CTRL-V を押します)。 ステージにアタッチされたリン
クがある場合は、それもメタデータ付きで切り取られ、貼り付けられます。 貼り付
け先のジョブのステージまたはリンクと名前が競合する場合、 IBM InfoSphere
DataStage が名前を自動的に更新します。

事前構成ステージ
コンポーネントを共有コンテナーに貼り付け、その共有コンテナーをパレットに追
加するために使用できる特別な機能があります。
この機能により、ジョブにすぐに組み込める事前構成ステージを用意することがで
きます。
ステージを新規共有コンテナーに貼り付けるには、「編集」>「形式を選択して貼り
付け」>「新規共有コンテナーへ」を選択します。 「新規共有コンテナーへ形式を
選択して貼り付け」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ここでは、新規共有コ
ンテナーのフォルダーと名前を選択し、説明を入力し、オプションでパレットへの
ショートカットを追加することができます。
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ステージと一緒にメタデータを切り取りまたはコピーする場合は、ソース・ステー
ジと宛先ステージを選択します。これにより、リンクと関連メタデータが自動的に
選択されます。 これを切り取りまたはコピーして、グループとして貼り付けること
ができます。

注釈
ジョブ・デザインのあらゆる領域で、さまざまな目的に応じた注釈を使用できま
す。 例えば、ジョブ・デザインを説明、要約、または描写する注釈を使用したり、
ジョブ・デザインの部分を識別する上で役立つ注釈を使用したりできます。
ジョブ・デザインで使用できる注釈には、以下の 2 つのタイプがあります。
注釈

このテキストをご自身で入力していくことで、このタイプの注釈を必要なだ
け追加できます。 ジョブ・デザインのステージおよびリンクに注釈を付け
る場合はこれを使用します。 これらの注釈は、コピーして他のジョブに貼
り付けることが可能です。

説明注釈
このタイプの注釈は、ジョブ・デザインごとに 1 つのみ追加できます。 説
明注釈を作成する際、ジョブ・プロパティーの「詳細説明」と「簡略説明」
のどちらを「説明注釈」に表示するかを選択できます。 説明注釈をコピー
して他のジョブに貼り付けることはできません。 ジョブ・プロパティーの
「詳細説明」または「簡略説明」と、「説明注釈」で入力したテキストとの
同期が保持されます。 ジョブ・プロパティーの説明に行った変更は「説明
注釈」にも表示され、「説明注釈」に行った変更はジョブ・プロパティーの
説明にも表示されます。
注釈が、ジョブ・デザインのステージ、リンク、またはその他のコンポーネントの
表示を妨害することはありません。

ジョブ・デザインに注釈を付ける
ジョブ・デザインがより分かりやすく、保守しやすくなるように、そのデザインに
注釈を挿入することができます。 これらの注釈は、すべてのタイプのジョブ、ジョ
ブ・シーケンス、および共有コンテナーに組み込むことができます。

始める前に
注釈を追加するジョブを開きます。

手順
1. パレットの「全般」セクションで、「説明注釈」または「注釈」をクリックしま
す。
2. 注釈を挿入するキャンバスの領域をクリックします。 必要に応じて、注釈ボッ
クスのサイズを変更できます。
3. 注釈ボックスをダブルクリックするか、または注釈ボックスを右クリックして
「プロパティー」をクリックします。
4. 「注釈プロパティー」ダイアログ・ボックスに注釈テキストを入力します。
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5. オプション: 「注釈プロパティー」ダイアログ・ボックスの制御を使用して注釈
の外観を変更します。フォント、色、背景色、およびテキストの配置を変更でき
ます。
6. 「OK」をクリックします。

次のタスク
v ツールバーの「注釈の切り替え」ボタンを使用して、キャンバス内で注釈を表示
または非表示にできます。
v 説明注釈を作成する際、ジョブ・プロパティーの「詳細説明」と「簡略説明」の
どちらを「説明注釈」に表示するかを選択できます。

データ・ブラウザーの使用
データ・ブラウザーを使用して、サーバー・ジョブまたはパラレル・ステージを流
れる実際のデータを参照できます。
サーバー・ジョブの組み込みパッシブ・ステージの入力リンクまたは出力リンク、
あるいは特定のパラレル・ジョブ・ステージへのリンクに関連付けられたデータを
参照できます。
データ・ブラウザーを起動するには、ステージの「入力」ページまたは「出力」ペ
ージから「データ参照...」ボタンをクリックするか、またはショートカット・メニュ
ーから「link データの参照...」オプションを選択します。
パラレル・ジョブ・ステージの場合、補助ダイアログ・ボックスで以下を指定し
て、参照するデータのサブセットを選択できます。
v 「表示行数」。 データ・ブラウザーで表示するデータの行数を指定します。
v 「スキップ数」。 指定された数の行をスキップしてデータを表示します。
v 「周期」。 P 番目ごとのレコードを表示します。ここで、P は周期です。 スキ
ップ・プロパティーを使用してレコードをスキップした後に開始することができ
ます。 P は 1 以上でなければなりません。
アドミニストレーターが IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーターで「生成
OSH を可視にする」オプションを有効にしている場合、補助ダイアログ・ボックス
に「OSH の表示」ボタンが示されます。 これをクリックするとウィンドウが開
き、データ表示生成のために実行される OSH が表示されます。 これは、上級者向
けの機能です。
データ・ブラウザーのウィンドウには、行のグリッドが表示されます。 フィールド
に改行文字が含まれている場合、そのフィールドは太字で表示されます。必要に応
じて、グリッドのサイズを変更して、フィールド全体を表示することができます。
「データ・ブラウザー」ウィンドウが表示されます。
データ・ブラウザーは、そのリンクに定義されているメタデータを使用します。 リ
ンクに関連付けられた参照可能なデータが十分にない場合、「データ参照...」ボタン
やデータ・ブラウザーを起動するためのショートカット・メニュー・コマンドは無
効になります。 データ・ブラウザーが表示データを決定するためにパラメーターの
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入力を必要とする場合、「ジョブ実行オプション」ダイアログ・ボックスが表示さ
れてパラメーターを収集します (「ジョブ実行オプション」ダイアログ・ボックス
を参照)。
注: データ・ブラウザーを使用する場合、環境変数の値として $ENV または
$PROJDEF は指定できません。
データ・ブラウザー・グリッドは、次のように制御できます。
v 任意の行または列、あるいは行または列内の任意のセルを選択して Ctrl-C を押す
と、それをコピーできます。
v 先頭のセルを選択し、Shift+End を押すと、非常に長い行全体を選択できます。
v セルに複数の行がある場合、Shift キーを押しながら左クリックすると、セルが展
開されます。 これをもう一度行うと、元に縮小されます。
特定のデータ項目を含む行を表示するには、「検索...」ボタンを使用します。 「検
索」ダイアログ・ボックスが再配置され、ここで指定した関心のあるデータを含む
行まで表示が移動します。 検索は、現在の行から開始されます。
「表示...」ボタンを押すと、「列表示」ダイアログ・ボックスが起動されます。 一
部の列を非表示にするよう選択することで、データ・ブラウザーで表示されるデー
タを簡素化できます。 サーバー・ジョブの場合、複数値データを正規化してデー
タ・ブラウザーで 1NF ビューを提供することも可能です。
このダイアログ・ボックスでは、表示にすべての列がリストされ、最初はそのすべ
てが選択されています。 列を非表示にする場合は、それを選択解除してください。
サーバー・ジョブの場合、「正規化基準」ドロップダウン・リスト・ボックスで
は、データ正規化基準とするアソシエーション、または非関連の複数値列を選択で
きます。 デフォルトは「非正規化」です。「非正規化」を選択すると、データが
NF2 形式で表示され、各行が別個の行に表示されます。 あるいは、「非正規化 (フ
ォーマット済み)」を選択することもできます。複数値行が、複数の行に分かれて表
示されます。
例では、「STARTDATE」を除くすべての列が、データ・ブラウザーによって表示
されます。 表示は、アソシエーション PRICES で正規化されます。

パフォーマンス・モニターの使用
パフォーマンス・モニターは、IBM InfoSphere DataStage パラレル・ジョブおよび
サーバー・ジョブのデザイン時に有用な診断エイドです。

このタスクについて
パフォーマンス・モニターをオンにしてジョブをコンパイルすると、ジョブ内の各
リンクに対する情報が表示されます。 InfoSphere DataStage ディレクターまたはデ
ザイナーを使用してジョブを実行すると、リンク情報に、リンクで処理された行数
や処理速度を示す統計が入ります。 ジョブの進行状況を示すために、ジョブの実行
に従ってリンクの色が変わります。
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手順
1. デザイナーでジョブを開いてコンパイルしたところで、「ダイアグラム」>「パ
フォーマンス統計情報の表示」を選択します。 リンクに対するパフォーマンス
情報が表示されます。 ジョブがまだ実行されていない場合、数値は空です。
2. ジョブを (ディレクターから、または「実行」ボタンをクリックして) 実行しま
す。 ジョブの実行に従ってリンクの色が変わり、行数と行/秒の統計値が入りま
す。

タスクの結果
ジョブ・デザインで何かを変更した場合、次にジョブをコンパイルするまで、統計
情報は失われます。
パフォーマンス・モニターで使用する色は、「オプション」ダイアログ・ボックス
で設定します。 「ツール」>「オプション」を選択し、「外観」ブランチの「グラ
フィカル・パフォーマンス・モニター」を選択してデフォルトの色を表示し、必要
に応じて変更します。 また、ジョブの実行中にモニターが情報を更新する更新間隔
も設定できます。

サーバー・ジョブとパラレル・ジョブの実行
デザイナーでサーバー・ジョブやパラレル・ジョブを実行するには、ツールバーで
「実行」ボタンをクリックします。
現在フォーカスのあるジョブが、コンパイルして保存されている場合に、実行され
ます。

「ジョブ実行オプション」ダイアログ・ボックス
デザイナー・クライアントからジョブを実行する前に、「ジョブ実行オプション」
ダイアログ・ボックスで情報を指定する必要があります。
「ジョブ実行オプション」ダイアログ・ボックスには、次の 3 つのページがありま
す。
v 「パラメーター」ページ。ジョブに必要なパラメーターを収集します。
v 「制限」ページ。実行時の制限を指定します。
v 「全般」ページ。オペレーショナル・メタデータを収集するための設定とメッセ
ージ・ハンドリング設定を指定します。
このダイアログ・ボックスは、次の場合に表示されます。
v ジョブを実行しているとき
v データ・ブラウザーを使用しているとき
v ジョブ制御ルーチンを指定しているとき
v デバッガーを使用しているとき (サーバー・ジョブのみ)

「パラメーター」ページ
「パラメーター」ページでは、ジョブに定義されているパラメーターまたはパラメ
ーター・セットをリストします。
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デフォルト値が指定されている場合には、それも表示されます。 「値」列に値を入
力するか、デフォルトを編集するか、デフォルトをそのまま使用することができま
す。 「デフォルトに設定」をクリックすると、パラメーターにそのデフォルト値が
設定されます。「すべてデフォルト」をクリックすると、すべてのパラメーターに
デフォルト値が設定されます。 「プロパティー・ヘルプ」をクリックすると、選択
したパラメーターに定義されているヘルプ・テキストが表示されます (ヘルプが定
義されていない場合、このボタンは無効です)。 パラメーター値の設定が終わった
ら「OK」をクリックします。
環境変数の値を設定するときに、次のいずれかの特殊値を指定できます。
v $ENV。 環境変数の現行設定を使用するよう IBM InfoSphere DataStage に指示し
ます。
v $PROJDEF。 環境変数の現行設定が取得され、ジョブの環境に設定されます (ジ
ョブ内でその環境変数が使用されるすべての場合に、その値が使用されます)。
その環境変数の値がアドミニストレーター・クライアントでその後変更される
と、ジョブはその新しい値を使用します。リコンパイルは必要ありません。
v $UNSET。 環境変数を明示的に設定解除するよう InfoSphere DataStage に指示し
ます。
パラレル・ジョブでデータを表示する際、こうした特殊値は使用できません。 これ
を行おうとすると警告が表示されます。

「制限」ページ
「制限」ページでは、ジョブのステージで処理する行数を制限するかどうかと、実
行時のエラー警告を無視するかどうかを指定できます。

行の制限を指定する方法
手順
1. 「次の条件でステージを停止」オプション・ボタンをクリックします。
2. ドロップダウン・リスト・ボックスから行数を選択します。

一定の警告数を超えたらジョブを異常終了するよう指定する方法
手順
1. 「次の条件でジョブを異常終了」オプション・ボタンをクリックします。
2. ドロップダウン・リスト・ボックスから警告数を選択します。

「全般」ページ
「全般」ページを使用して、ジョブでオペレーショナル・メタデータを生成する必
要があることを指定します。
また、このジョブ実行に指定されているメッセージ・ハンドラーをすべて無効にす
ることもできます。
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アシスタントを使用したジョブの作成
アシスタントは、基本的なジョブ・デザインの作成を支援します。
アシスタントを使用して、以下のタスクを実行します。
v サーバー・ジョブ、パラレル・ジョブ、またはメインフレーム・ジョブからテン
プレートを作成します。 その後、このテンプレートを使用して新規ジョブを作成
することができます。 新規ジョブは、オリジナル・ジョブのコピーになります。
v 前に作成済みのテンプレートから新規ジョブを作成します。
v 単純なパラレル・データ・マイグレーション・ジョブを作成します。 これは、デ
ータをソースから抽出して、ターゲットに書き込みます。
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第 3 章 データ接続のセットアップ
外部データ・ソースの読み取りまたは書き込みを行うジョブの場合、データ接続を
セットアップする必要があります。
これらの接続の詳細をデータ接続オブジェクトとして保存できます。 データ接続オ
ブジェクトは、特定のデータベースへの接続に必要な情報を、再使用可能な形式で
保管します。 『データ・ソースへの接続』を参照してください。
データ接続オブジェクトと関連するコネクター・ステージを一緒に使用して、デー
タ・ソースへの接続をジョブ・デザイン内で定義します。 メタデータのインポート
時も、データ接続オブジェクトを使用できます。
ジョブのデザイン時にデータ接続の詳細を変更すると、それらの変更はジョブ・デ
ザインに反映されます。 ただし、ジョブをコンパイルすると、データ接続の詳細
は、ジョブの実行可能バージョンの中で固定されてしまいます。 その後、ジョブ・
デザインを変更するときは、再びデータ接続オブジェクトにリンクされます。

データ接続オブジェクトの作成
データ接続オブジェクトを作成し、関連するコネクター・ステージと一緒に使用し
て、データ・ソースへの接続をジョブ・デザイン内で定義することができます。
データ接続オブジェクトを作成するには、次の 3 つの方法があります。
v IBM InfoSphere DataStage に詳細を直接入力することによって、データ接続オブ
ジェクトを手動で作成します。
v データ・ソースからメタデータをインポートする際に、使用する接続の詳細を保
存することによって、データ接続オブジェクトを作成します。
v ジョブ・デザインでコネクター・ステージを使用する際に、定義した接続の詳細
を保存することによって、データ接続オブジェクトを作成します。

データ接続オブジェクトの手動作成
次の手順でデータ接続オブジェクトを作成できます。

手順
1. 「ファイル」 > 「新規」を選択し、「新規」ダイアログ・ボックスを開きま
す。
2. 「その他」フォルダーを開き、「データ接続」アイコンを選択し、「OK」をク
リックします。
3. 「データ接続」ダイアログ・ボックスが表示されます。
次のセクションに詳述されているように、各ページで必要な詳細を入力します。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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「データ接続」ダイアログ・ボックス - 「全般」ページ
「全般」ページでは、データ接続オブジェクトの名前、およびその説明を指定しま
す。
「データ接続名」は英字で始まり、英数字と下線文字を含みます。 最大長は 255
文字です。

「データ接続」ダイアログ・ボックス - 「パラメーター」ページ
「パラメーター」ページを使用して、作成するデータ接続オブジェクトのタイプを
指定します。

このタスクについて
どのデータ接続オブジェクトも、特定タイプのステージに関連付けられています。
そのステージに関連付けられているパラメーターが表示され、データ接続オブジェ
クトの一部としてそれらの値を指定するかどうかを選択できます。 一部のパラメー
ターを未指定にすることもできます。例えば、オブジェクトの一部としてパスワー
ドを指定したくない場合もあります。 こうした場合には、ジョブをデザインする際
に、このオブジェクトを使用して、その未指定にしたプロパティーを指定できま
す。
次のタイプのステージに関連付けられたデータ接続オブジェクトを作成できます。
v 「コネクター・ステージ」。 コネクター・ステージに関連付けられたデータ接続
オブジェクトを作成できます。
v 「パラレル・ジョブ・ステージ」。 次のタイプのパラレル・ジョブ・ステージに
関連付けられたデータ接続オブジェクトを作成できます。
– DB2/UDB Enterprise ステージ
– Oracle Enterprise ステージ
– Informix® Enterprise ステージ
– Teradata Enterprise ステージ
v 「サーバー・ジョブ・ステージ」。 次のタイプのサーバー・ジョブ・ステージに
関連付けられたデータ接続オブジェクトを作成できます。
– ODBC ステージ
– UniData ステージ
– Universe ステージ
v 「補助ステージ」。 次のタイプの補助ステージに関連付けられたデータ接続オブ
ジェクトを作成できます。
– DRS ステージ
– DB2/UDB API ステージ
– Informix CLI ステージ
– MS OLEDB ステージ
– Oracle OCI 9i ステージ
– Sybase OC ステージ
– Teradata API ステージ

48

デザイナー・クライアント・ガイド

手順
1. 「接続に使用するステージ・タイプ」フィールドで、参照ボタンをクリックして
リポジトリー・ツリーからステージ・タイプ・オブジェクトを選択し、オブジェ
クトが関係するステージ・タイプを選択します。 「接続パラメーター」リスト
に、そのコネクター・ステージが接続のために必要とするパラメーターが入りま
す。
2. 各パラメーターについて、オブジェクトの一部として値を指定するかどうかを決
め、指定する場合にはその値を入力します。

タスクの結果
また、パラメーター・セット・オブジェクトを使用してパラメーターに値を与える
ように指定することもできます。 このようにしてパラメーター・セットを指定する
場合、ステップ 2 は次のようになります。
v 「パラメーター・セット」フィールドの横の矢印ボタンをクリックし、メニュー
から「作成」を選択します。 「パラメーター・セット」ウィンドウが開きます。
パラメーター・セット・オブジェクトについて詳しくは、 99 ページの『第 5 章
ジョブを調整可能にする』を参照してください。

メタデータ・インポートからのデータ接続オブジェクトの作成
データ・ソースからメタデータをインポートする際に、そのデータ・ソースへの接
続に使用した接続情報をデータ接続オブジェクトとして保存することを選択できま
す。
この選択は、次のタイプのメタデータ・インポートを実行するときに行えます。
v コネクターによるインポート
v 補助ステージを使用したインポート (「インポート」 > 「表定義」 > 「プラグ
イン・メタデータ定義」)
v ODBC 定義によるインポート (「インポート」 > 「表定義」 > 「ODBC 表定
義」)
v UniVerse 表からのインポート (「インポート」 > 「表定義」 > 「UniVerse 表
定義」)
v Orchestrate® スキーマからのインポート (「インポート」 > 「表定義」 >
「Orchestrate スキーマ定義」)
これらの中には、インポートを順に導くウィザードが IBM InfoSphere DataStage に
よって提供されている場合も、 1 つのダイアログ・ボックスでインポートを行う場
合もあります。 インポートからデータ接続オブジェクトを作成する方式は、インポ
ート・タイプによって異なります。

コネクターを使用したインポート
コネクターを使用してメタデータをインポートする場合、ウィザードがプロセスを
ガイドします。 ウィザードのプロパティーは、インポートに使用するコネクターに
よって異なります。 インポート時に、データ接続オブジェクトを作成します。
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このタスクについて
インポートしたメタデータを他のコンポーネントと共有するには、データ接続を指
定する必要があります。 これを行うには、以前に作成した接続をロードするか、現
行接続の詳細を新規データ接続として保存します。 データ接続を指定せずにインポ
ートを続行すると、インポートされたメタデータが、IBM InfoSphere DataStage の
外部で表示されなかったり、使用できなくなる可能性があります。

手順
1. ウィザードの「接続」ページ (ユーザー名やパスワードなどの情報を指定するペ
ージ) で「保存」リンクをクリックします。 接続の詳細が既に入った「データ
接続」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力しま
す。
3. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、インポー
ト・ウィザードを続けます。

補助ステージを使用したインポート
補助ステージを使用してインポートする場合、ウィザードがプロセスを順に導きま
す。 ウィザードは、インポートに使用する補助ステージによって多少異なります。
インポート時に、データ接続オブジェクトを作成します。

手順
1. データ・ソースに接続された後に表示されるページで、「データ接続の保存」ボ
タンをクリックします。接続の詳細が既に入った「データ接続」ダイアログ・ボ
ックスが表示されます。
2. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力しま
す。
3. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、インポー
ト・ウィザードを続けます。

ODBC 定義を使用したインポート、または UniVerse 表からのイン
ポート
ダイアログ・ボックスに入力して、ODBC 定義または UniVerse から表定義をイン
ポートします。ダイアログ・ボックスは、どちらの場合でも同じです。インポート
時に、データ接続オブジェクトを作成します。

手順
1. データ・ソースに接続されると、ダイアログ・ボックスが展開され、インポート
の候補となるすべての表がリストされます。 「接続の保存」ボタンをクリック
します。 接続の詳細が既に入った「データ接続」ダイアログ・ボックスが表示
されます。
2. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力しま
す。
3. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、インポー
ト・ダイアログ・ボックスに戻り続行します。
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Orchestrate スキーマを使用したインポート
「インポート」 > 「表定義」 > 「Orchestrate スキーマ定義」で表定義をインポー
トすると、ウィザードで、Orchestrate スキーマ・ファイルからインポートするか、
パラレル・ジョブ・ステージを使用して次のいずれかのデータベース・タイプに接
続するかを選択できます。

このタスクについて
v DB2
v Informix
v Informix XPS
v Oracle
データベースからインポートすることを選択する場合は、次の手順で、使用する接
続詳細をデータ接続オブジェクトに保存できます。

手順
1. 必要なデータベース接続詳細を指定し、「データ接続の保存」ボタンをクリック
します。 接続の詳細が既に入った「データ接続」ダイアログ・ボックスが表示
されます。
2. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力しま
す。
3. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、インポー
ト・ウィザードを続けます。

ステージからのデータ接続オブジェクトの作成
ジョブ・デザインで特定のタイプのステージを使用する際には、ベースとなるデー
タ・ソースに接続するための接続詳細を指定します。多くの場合、こうした接続詳
細はデータ接続オブジェクトとして保存できます。
ステージからデータ接続オブジェクトを作成する方式は、コネクター・ステージか
らそれを作るか、または他のサポートされるステージから作るかによって異なりま
す。

コネクター・ステージからのデータ接続オブジェクトの作成
次の手順で、コネクター・ステージからデータ接続オブジェクトを作成できます。

手順
1. コネクター・ステージ・エディターで必要な接続詳細を指定します (必要な詳細
はコネクターのタイプによって異なります)。
2. 「保存」ボタンをクリックします。 接続の詳細が既に入った「データ接続」ダ
イアログ・ボックスが表示されます。
3. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力しま
す。
4. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、ジョブ・
デザインを続けます。

第 3 章 データ接続のセットアップ

51

その他のステージからのデータ接続オブジェクトの作成
次のいずれかの手順で、コネクター・ステージ以外のサポートされるステージから
データ接続オブジェクトを作成できます。

手順
1. ステージ・エディターで必要な接続詳細を入力してから、それを閉じます。
2. ジョブ・デザイナー・キャンバスでステージ・アイコンを選択します。
3. 右クリックし、ショートカット・メニューから「データ接続の保存」を選択し
ます。 接続の詳細が既に入った「データ接続」ダイアログ・ボックスが表示さ
れます。
4. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力し
ます。
5. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、ジョブ・
デザインを続けます。
または
6. ステージ・エディターで必要な接続詳細を入力します。
7. ステージ・エディターの「ステージ」ページに移動します。
8. 「データ接続」フィールドの横の矢印をクリックし、「保存」を選択します。
接続の詳細が既に入った「データ接続」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。
9. 名前と説明、オブジェクトを保管するフォルダーなど、その他の詳細を入力し
ます。
10. 「OK」をクリックして「データ接続」ダイアログ・ボックスを閉じ、ジョブ・
デザインを続けます。

データ接続オブジェクトの使用
ジョブ・デザインでデータ接続オブジェクトを使用して、ジョブ・デザイン内のス
テージへの接続の詳細を指定して、メタデータをインポートするための接続の詳細
を指定することができます。
データ接続オブジェクトを使用して表定義を前にインポートしている場合は、その
表定義を次のように使用できます。
v 表定義オブジェクトをキャンバスにドラッグし、関連付けられた種類のステージ
を作成します。これには、接続の詳細が入力されていて、リンクにも表定義の情
報が入っています。
v 表定義をキャンバス上の既存リンクにドラッグします。 関連付けられたステージ
の接続詳細を使用するかどうかをデザイナー・クライアントがユーザーに確認し
ます。
データ接続オブジェクトをキャンバスに直接ドラッグすることも可能です。関連付
けられたタイプのステージが作成されます。
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ステージでのデータ接続オブジェクトの使用
ステージからデータ接続オブジェクトを使用する方式は、コネクター・ステージで
それを使用するか、または他のサポートされるステージで使用するかによって異な
ります。

コネクター・ステージでのデータ接続オブジェクトの使用
次の手順で、コネクター・ステージでデータ接続オブジェクトを使用して接続詳細
を指定します。

手順
1. コネクター・ステージ・エディターで「接続のロード」をクリックします。
2. このタイプのコネクター・ステージについて現在定義しているデータ接続オブジ
ェクトから選択します。
3. 「OK」をクリックします。 データ接続詳細がロードされます。

タスクの結果
必要な接続プロパティーの一部しかデータ接続オブジェクトで指定されない場合、
残りはユーザーが指定する必要があります。 例えば、パスワードがデータ接続オブ
ジェクトから意図的に除外されることがあります。その場合には、ジョブ・デザイ
ンで指定するか、ジョブ・パラメーターを指定して実行時にそれを指定します。

その他のステージでのデータ接続オブジェクトの使用
データ接続オブジェクトを使用して接続の詳細を指定します。

手順
コネクター・ステージ以外のステージでデータ接続オブジェクトを使用して接続詳
細を指定するには、次の 2 つの手順のいずれかを行います。
v オプション 1:
1. ジョブ・デザイナー・キャンバスでステージ・アイコンを選択します。
2. 右クリックし、ショートカット・メニューから「データ接続のロード」を選択
します。
3. このタイプのステージについて現在定義しているデータ接続オブジェクトから
選択します。
4. 「OK」をクリックします。 データ接続詳細がロードされます。
v オプション 2:
1. ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」ページで「データ接続」ボックスの横の矢印をクリックし、メニ
ューから「ロード」を選択します。 参照ダイアログ・ボックスが開き、リポ
ジトリー・ツリーが表示されます。
3. 使用するデータ接続オブジェクトを選択し、「開く」をクリックします。デー
タ接続オブジェクトの名前が「データ接続」フィールドに表示されます。ステ
ージの接続情報がオブジェクトから入力されます。

第 3 章 データ接続のセットアップ

53

タスクの結果
必要な接続プロパティーの一部しかデータ接続オブジェクトで指定されない場合、
残りはユーザーが指定する必要があります。 例えば、パスワードがデータ接続オブ
ジェクトから意図的に除外されることがあります。その場合には、ジョブ・デザイ
ンで指定するか、ジョブ・パラメーターを指定して実行時にそれを指定します。

メタデータ・インポート時のデータ接続オブジェクトの使用
データ接続オブジェクトを使用して、コネクター経由でメタデータをインポートす
る際の接続の詳細を指定できます。

このタスクについて
コネクターを使用してインポートする場合、ウィザードがプロセスを順に導きま
す。 ウィザードは、インポートに使用するコネクターによって多少異なります。
インポート時にデータ接続オブジェクトを使用するには、次の手順で行います。

手順
1. ウィザードの「接続」ページ (ユーザー名やパスワードなどの情報を指定するペ
ージ) で「ロード」リンクをクリックします。
2. このタイプのコネクター・ステージについて現在定義しているデータ接続オブジ
ェクトから選択します。
3. 「OK」をクリックしてメタデータ・インポートを続けます。

データ接続からの直接インポート
このタスクについて
データ接続オブジェクトから直接メタデータをインポートすることもできます。

手順
1. リポジトリー・ツリーでデータ接続オブジェクトを選択します。
2. 右クリックしてショートカット・メニューから「メタデータのインポート」を選
択します。

タスクの結果
インポートされた適切なウィザードが開き、メタデータ・インポートのプロセスを
順に導きます。
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第 4 章 データの定義
データの変換処理またはクレンジングを行うときは、処理するデータを定義する必
要があります。
データを定義するには、表定義をインポートまたは定義します。 ジョブ・デザイン
で使用する表定義を保存できます。
表定義は、IBM InfoSphere DataStage プロジェクトのキー・ポイントであり、ジョ
ブの各ステージで使用されるデータを指定します。表定義はリポジトリーに保管さ
れ、プロジェクト内のすべてのジョブによって共有されます。 最低でも、各デー
タ・ソースの表定義と、データウェアハウスの各データ・ターゲットに 1 つの表定
義が必要です。
ジョブを開発する際、通常、リポジトリーに保持されている表定義の列定義をステ
ージにロードします。 これは、ステージ・エディターの関連する「列」タブで行い
ます。 「グリッド・プロパティー」ダイアログ・ボックスでオプションを選択する
と、「列」タブに「表定義参照」と「列定義参照」の 2 つのフィールドが追加で表
示されます。 これらには、表定義と、タブ上の列の派生元となった個々の列が表示
されます。
表定義は、デザイナーを使用してインポート、作成、編集が可能です。

「表定義」ウィンドウ
デザイナーを使用して表定義を作成、編集、または表示するときは、「表定義」ウ
ィンドウが表示されます。
「表定義」ウィンドウには、最大 8 つのページがあります。
v 全般
v 列
v フォーマット
v NLS
v 関係
v パラレル
v レイアウト
v ロケーター
v 分析情報

「全般」ページ
「全般」ページには、表定義に関する全般的な情報があります。
このページには次のフィールドがあります。
v 「データ・ソース・タイプ」。 データ・ソースのタイプ。UniVerse など。
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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v 「データ・ソース名」。 インポートされた表定義の場合、これには、元のデータ
の場所を指す参照が含まれます。 UniVerse および ODBC データ・ソースの場
合、これはデータ・ソース名です。 ハッシュ・ファイル・データ・ソースの場
合、これはアカウント名です。 順次ファイル・ソースの場合は、順次ファイルが
あるディレクトリー・パスの最後のコンポーネントになります。
v 「表定義」。 表定義の名前。
v 「メインフレーム・プラットフォーム・タイプ」。 表定義が適用されるメインフ
レーム・プラットフォームのタイプ。 表定義がメインフレーム・データ・ソース
に適用されない場合には、「<適用外>」と表示されます。
v 「メインフレーム・アクセス・タイプ」。 表定義がメインフレームからインポー
トされたか、またはメインフレームに適用可能な場合には、データベースのタイ
プを指定します。 メインフレーム・タイプの表定義でない場合、このフィールド
は「<適用外>」に設定されます。
v 「メタデータは複数値のフィールドをサポート」。 メタデータが複数値データを
サポートする場合、このチェック・ボックスを選択します。 このチェック・ボッ
クスが選択されると、「列」ページに、複数値データ・サポート用の 3 つのグリ
ッド列が追加で表示されます。 ODBC、メインフレーム、およびストアード・プ
ロシージャーの表定義の場合、このチェック・ボックスは無効です。
v 「完全修飾表名」。 この読み取り専用フィールドには、ロケーター (ロケータ
ー・ページを参照) から導出された完全修飾表名が表示されます。
v 「ODBC 引用文字」。 ODBC データ・ソースで引用文字として使用する文字を
指定できます。 引用文字を使用しない場合は、「000」を指定します。
v 「簡略説明」。 データの簡略説明。
v 「詳細説明」。 データの詳細説明。
データ・ソース・タイプ、データ・ソース名、表名またはファイル名を組み合わせ
て、表定義の固有な識別子を構成します。 「全般」ページの上部に、完全な識別子
が表示されます。 同じ識別子を持つ表定義が 2 つ存在することはできません。
表定義は、選択したリポジトリー内の任意の場所に置くことができます。 例えば、
Tutorial という最上位のフォルダーに、サーバー・ジョブ tutorial に関係するすべて
のジョブと表定義を入れることができます。

「列」ページ
「列」ページでは、グリッドに、表定義内の各列の列定義が表示されます。
グリッドには、次の列があります。
v 「列名」。 列の名前。
v 「別名」。 このフィールドは、「グリッド・プロパティー」ウィンドウで使用可
能な場合に表示されます (デフォルトでは、表示されません)。列の別名が定義さ
れている場合、それが表示されます。 別名は、共有リポジトリー内の表にリンク
されている表定義の中でのみ使用可能です。
v 「キー」。 列が主キーの一部であるかどうかを示します。
v 「SQL タイプ」。 SQL データ・タイプ。
v 「長さ」。 データの精度。 これは、CHAR データの場合は長さ、VARCHAR デ
ータの場合は最大長です。
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v 「スケール」。 データのスケール・ファクター。
v 「NULL 可能」。 この列に NULL 値を設定できるかどうかを指定します。 こ
の列が NOT NULL 制約を受けるかどうかを示すために設定します。 この設定
自体が NOT NULL 制約を実行するのではありません。
v 「表示」。列データの表示に必要な最大文字数。
v 「データ・エレメント」。 列内のデータのタイプ。
v 「説明」。列の説明テキスト。
「全般」ページで「メタデータは複数値のフィールドをサポート」チェック・ボッ
クスを選択している場合、次の列が表示されます。
v 「アソシエーション」。 列が属しているアソシエーションの名前 (該当がある場
合)。
v 「位置」。 フィールド番号。
v 「タイプ」。 ネスト・タイプ。S、M、MV、または MS が可能です。
NLS が有効な場合は、次の列が表示されることがあります。
v 「NLS マップ」。 このプロパティーは、NLS が有効で、「表定義」ダイアロ
グ・ボックスの「NLS」ページで「列ごとのマッピングを許可」が選択されてい
る場合にのみ表示されます。 これを使用して、列に対して別の文字セット・マッ
プを指定できます (これが、プロジェクトまたは表のマップ・セットをオーバー
ライドします)。
COBOL ファイル定義のメインフレーム・データ・ソースから表定義が取得されて
いる場合、次の列が表示されます。
v 「レベル番号」。 COBOL のレベル番号。
メインフレームの表定義には、次の列もありますが、スペース上、「列」ページに
は表示されません。 これを表示するには、「列」ページのショートカット・メニュ
ーから「行の編集...」を選択します。「列メタデータ編集」ダイアログが表示され、
「COBOL」タブに次のフィールドが表示されます。
v 「OCCURS」。 COBOL の OCCURS 節。
v 「SIGN インジケーター」。 列に符号を付けられるかどうかを示します。
v 「SIGN オプション」。 列に符号が付けられる場合に、データ内での符号の位置
を示します。
v 「SYNC インジケーター」。 COBOL の SYNCHRONIZED 節かどうかを示しま
す。
v 「USAGE」。 COBOL の USAGE 節。
v 「再定義フィールド」。 COBOL の REDEFINES 節。
v 「DEPENDING ON」。 COBOL の OCCURS-DEPENDING-ON 節。
v 「ストレージ長」。 列に定義されているストレージ長 (バイト単位) が表示され
ます。
v 「PICTURE」。 COBOL の PICTURE 節。
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各リンクの「列」ページには、さらに「すべてクリア」ボタンと「ロード...」ボタン
があります。 「すべてクリア」ボタンでは、列定義がすべて削除されます。 「ロ
ード...」ボタンでは、リポジトリー内の他の場所にある表定義から列定義がロード
(コピー) されます。
グリッドで使用できるショートカット・メニューを使用して、セルの編集、行の削
除、または行の追加を行うことができます。

「フォーマット」ページ
「フォーマット」ページには、サーバー・ジョブで使用される順次ファイルのファ
イル・フォーマット・パラメーターが表示されます。
これらのフィールドは、順次ファイルから表定義をインポートすると自動的に設定
されます。
このページには 3 つのチェック・ボックスがあります。
v 「固定幅列」。 順次ファイルが固定幅フィールドを含むかどうかを指定します。
このチェック・ボックスはデフォルトで選択解除されています。つまり、ファイ
ルに固定幅フィールドは含まれません。 このチェック・ボックスを選択すると、
「列間のスペース」フィールドが有効になります。
v 「最初の行は列名」。 ファイルの最初の行に列名が含まれるかどうかを指定しま
す。 このチェック・ボックスはデフォルトで選択解除されています。つまり、フ
ァイルの最初の行に列名は含まれません。
v 「最後の改行を省略」。 ファイル内で最後の改行文字を無視するかどうかを指定
します。 このチェック・ボックスはデフォルトで選択解除されています。つま
り、ファイルに改行文字があれば、それが使用されます。
このページには、この他に次の 5 つのフィールドがあります。 有効なフィールド
はチェック・ボックスの設定によって異なります。
v 「列間のスペース」。 ファイルの列と列の間で使用されるスペースの数を指定し
ます。 このフィールドは、「固定幅列」を選択した場合に表示されます。
v 「区切り文字」。 データ・フィールドを区切るための区切り文字です。 デフォ
ルトでは、このフィールドに、コンマが 1 つ入っています。 1 個の印刷可能文
字を入力するか、使用する文字の ASCII コードを示す 10 進数または 16 進数を
入力できます。 有効な ASCII コードの範囲は 1 から 253 です。 10 進数の 1
から 9 までの値には、前にゼロを付ける必要があります。 16 進値には、&h を
接頭部として付ける必要があります。 区切り文字を使用しない場合は、「000」
を入力します。
v 「引用文字」。 ストリングを囲むための文字です。 デフォルトでは、このフィ
ールドに、二重引用符が 1 つ入っています。 1 個の印刷可能文字を入力する
か、使用する文字の ASCII コードを示す 10 進数または 16 進数を入力できま
す。 有効な ASCII コードの範囲は 1 から 253 です。 10 進数の 1 から 9 ま
での値には、前にゼロを付ける必要があります。 16 進値には、&h を接頭部と
して付ける必要があります。 引用文字を使用しない場合は、「000」を入力しま
す。
v 「NULL ストリング」。 列に SQL NULL 値がある場合にファイルに書き込ま
れる文字です。
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v 「埋め込み文字」。 欠落した列に埋め込む文字です。 これは、デフォルトで #
です。
「パラレルを同期」ボタンは、システムがパラレル・ジョブをサポートしている場
合にのみ表示されます。 このボタンを押すと、「パラレル」タブに設定されたプロ
パティーに、このページに設定されたプロパティーが反映されます。 このアクショ
ンの確認を求めるダイアログ・ボックスが表示されます。確認を完了すると、「パ
ラレル」タブが表示され、設定を確認できます。

「NLS」ページ
NLS が有効な場合、このページには、表定義に使用するマップの名前が表示されま
す。
このマップは、定義で使用される文字セットと一致する必要があります。 デフォル
トでは、ロード済みでサーバー・ジョブで使用できるすべてのマップがリスト・ボ
ックスに表示されます。 「すべてのサーバー・マップを表示」を選択すると、IBM
InfoSphere DataStage 付属のすべてのマップをリストします。 「すべてのパラレ
ル・マップを表示」を選択すると、パラレル・ジョブで使用できるマップをリスト
します。
注: サーバー・マップは、InfoSphere DataStage にロード済みでなければ使用できま
せん。 アドミニストレーター・クライアントを使用して、異なるマップをロードで
きます。
個々の列に異なる文字セット・マップを割り当てる場合は、「列ごとのマッピング
を許可」を選択します。

「関係」ページ
「関係」ページには、この表定義と他の表との関係の詳細が表示されます。また、
このページで新しい関係を定義できます。
このページには、2 つのグリッドがあります。
v 「外部キー」。 表定義の中で外部キーとなる列と、それが参照する列と表を示し
ます。 外部キーは、情報を入力して手動で定義できます。 IBM InfoSphere
DataStage リポジトリーに存在しない表を参照することもできますが、存在しない
場合は、それが通知されます。 参照する表と被参照表は、必ず同じカテゴリー内
にある必要があります。
v 「この表を参照している表」。 リポジトリー内の他の表定義が、外部キーを使用
してこの表をどこで参照しているかの詳細を示します。 このグリッドの内容は編
集できません。

「パラレル」ページ
このページは、パラレル・ジョブで表定義を使用する際に使われ、定義されたメタ
データの詳細なフォーマット情報が表示されます。
この情報は、次のいずれかのパラレル・ジョブ・ステージの「フォーマット」タブ
と同じです。
v Sequential File ステージ
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v File Set ステージ
v External Source ステージ
v External Target ステージ
v Column Import ステージ
v Column Export ステージ
「デフォルト」ボタンを押してアクセスできるショートカット・メニューでは、以
下を選択できます。
v 「デフォルトとして保存」。 このダイアログ・ボックスで行った設定を表定義の
デフォルトとして保存します。
v 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」。 IBM InfoSphere DataStage の初期の
デフォルトにリセットします。
v 「デフォルトを設定」。 現行設定をデフォルトに設定します (これは、出荷時の
デフォルト値である場合も、独自に設定したデフォルトである場合もあります)。
「スキーマ表示」ボタンをクリックすると、ウィンドウが開いて、現在の表定義が
どのように OSH スキーマに生成されるかが表示されます。 これは、パラレル・ジ
ョブ・ステージのコンテキストで列定義と表定義のフォーマット・プロパティーを
InfoSphere DataStage がどのように解釈するかを示します。

「レイアウト」ページ
「レイアウト」ページには、表の列定義のスキーマ・フォーマットが表示されま
す。
ボタンを選択し、次の 3 つのいずれかのフォーマットでデータ表現を表示します。
v 「パラレル」。 OSH レコード・スキーマを表示します。 右クリックして、
*.osh フォーマットのテキスト・ファイルとしてレイアウトを保存します。
v 「COBOL」。 COBOL の PICTURE 節、開始オフセットおよび終了オフセッ
ト、列ストレージ長などの COBOL 表現を表示します。 右クリックして、
HTML ファイルとしてファイル表示レイアウトを保存します。
v 「標準」。 SQL タイプ、長さ、およびスケールなどの SQL 表現を表示しま
す。

「ロケーター」ページ
「ロケーター」ページを使用して、表定義に関連付けられたデータ・リソース・ロ
ケーターを表示および編集します。
データ・リソース・ロケーターとは、実際のオブジェクトを記述する表定義のプロ
パティーであり、表定義がそのオブジェクトからインポートされたことを示しま
す。 次の点に注意してください。
v 表定義にロケーターが定義されている場合のみ、SQL ビルダーで表定義を表示で
きます。
v プロセス・メタデータを取り込む場合、ロケーター情報を含む、ソースまたはタ
ーゲットのデータベースの表を定義します。 その表には、「ロケーター」ページ
で表示される情報の一部が入っています。
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v ロケーターは、メタデータ・インポートを使用して表定義をインポートしたとき
に完成し、表定義をコピー、名前変更、または移動すると変更されます。 「ロケ
ーター」ページで、フィールドを編集できます。
v DataStage リポジトリー内の表定義と共有リポジトリー内の表定義を比較すると
き、共有表作成ウィザードは、ロケーターを使用します。
このページにあるフィールドのラベルと内容は、ロケーターのベースとなるデー
タ・ソース/ターゲットのタイプによって異なります。
表定義の作成時にインポート・データの接続の詳細をデータ接続オブジェクトに保
存した場合、「データ接続」フィールドにデータ接続オブジェクトが示されます。
表定義が共有表に関連付けられている場合、「作成元のデータ・コレクション」フ
ィールドに共有表の名前が示されます。
表定義が、別名を持つ共有表に関連付けられている場合、「別名」フィールドに別
名がリストされます。

「分析情報」ページ
このページでは、IBM InfoSphere Information Analyzer によって生成された表定義に
関する情報を表示します。

表定義のインポート
表定義を指定するには、ソース・データベースまたはターゲット・データベースか
ら直接インポートするのが最も簡単です。

このタスクについて
新しい表定義が作成され、データ・ソースまたはデータ・ターゲットの詳細がプロ
パティーに自動的に入ります。
表定義は、次のデータ・ソースからインポートできます。
v アセンブラー・ファイル
v COBOL ファイル
v DCLGen ファイル
v ODBC 表
v Orchestrate スキーマ定義
v PL/1 ファイル
v 特定の接続ステージを使用してアクセスされるデータ・ソース
v 順次ファイル
v ストアード・プロシージャー
v UniData ファイル
v UniVerse ファイル
v UniVerse 表
v Web サービス WSDL 定義
v XML 表定義
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IBM InfoSphere DataStage は、指定したデータ・ソースに接続し、必要な表定義メ
タデータを抽出します。 データ・ブラウザーを使用すると、表定義インポート元デ
ータ・ソースの実際のデータを参照できます。

手順
1. メインメニューから「インポート」 > 「表定義」 > 「データ・ソース・タイ
プ」を選択します。
ほとんどのデータ・ソース・タイプの場合、ダイアログ・ボックスが開き、デー
タ・ソースに接続できます (一部のソースでは、ウィザードが表示され、プロセ
スを順に導きます)。
2. 必要な接続詳細を入力し、「OK」をクリックします。 データ・ソースに正常に
接続されると、ダイアログ・ボックスが更新され、インポートできる表定義の詳
細が表示されます。
3. 必要な表定義を選択し、「OK」をクリックします。 表定義のメタデータがリポ
ジトリーにインポートされます。

タスクの結果
特定タイプのデータ・ソースからのインポートについては、InfoSphere DataStage 開
発者のヘルプに情報があります。

データ・ブラウザーの使用
データ・ソースから表定義をインポートする際、データ・ブラウザーを使用して表
の実際のデータを表示することができます。
データ・ブラウザーは、次のソースから表定義をインポートする場合に使用できま
す。
v ODBC 表
v UniVerse 表
v ハッシュ (UniVerse) ファイル
v 順次ファイル
v UniData ファイル
v 一部のタイプの補助ステージ
データ・ブラウザーを開くには、「メタデータのインポート」ダイアログ・ボック
スで「データ参照...」ボタンをクリックします。 「データ・ブラウザー」ウィンド
ウが表示されます。
データ・ブラウザーは、データ・ソースで定義されているメタデータを使用しま
す。 データがない場合、データ・ブラウザーの代わりに「データ・ソースが空で
す」というメッセージが表示されます。
データ・ブラウザー・グリッドは、次のように制御できます。
v 任意の行または列、あるいは行または列の任意のセルを選択して Ctrl-C を押す
と、それをコピーできます。
v 先頭のセルを選択し、Shift+End を押すと、非常に長い行全体を選択できます。
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v セルに複数の行がある場合、ダブルクリックすると展開されます。 シングルクリ
ックすると元に縮小されます。
特定のデータ項目を含む行を表示するには、「検索...」ボタンを使用します。「検
索」ダイアログ・ボックスが再配置され、ここで指定した関心のあるデータを含む
行まで表示が移動します。 検索は、現在の行から開始されます。
「表示...」ボタンを押すと、「列表示」ダイアログ・ボックスが開きます。 一部の
列を非表示にするよう選択することで、データ・ブラウザーで表示されるデータを
簡素化できます。 また、複数値データを正規化し、データ・ブラウザーに 1NF ビ
ューを表示することも可能です。
このダイアログ・ボックスでは、表示にすべての列がリストされ、最初はそのすべ
てが選択されています。 列を非表示にする場合は、それを選択解除してください。
「正規化基準」ドロップダウン・リスト・ボックスでは、データ正規化基準とする
アソシエーション、または非関連の複数値列を選択できます。 デフォルトは「非正
規化」です。「非正規化」を選択すると、データが NF2 形式で表示され、各行が別
個の行に表示されます。 あるいは、「非正規化 (フォーマット済み)」を選択するこ
ともできます。複数値行が、複数の行に分かれて表示されます。

プロジェクト間でのメタデータの共有
コネクターを使用してデータ・ソースからメタデータをインポートして、そのメタ
データをローカル・プロジェクト、その他のプロジェクトやスイート・コンポーネ
ントで使用できるようにします。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内の表定義も、その他のスイート・コンポ
ーネントで使用できます。

共有メタデータ
メタデータは、ローカル・プロジェクト・リポジトリーとスイート全体の共有リポ
ジトリーで共有できます。
プロジェクト・リポジトリーで作業を行っているときに、リポジトリー・ツリーに
表示されるメタデータは、プロジェクトのローカル・メタデータです。 このメタデ
ータは、共有リポジトリー内の表として使用可能にしない限り、別のプロジェクト
やスイート・コンポーネントからは使用できません。
メタデータをスイート全体で共有できるようにする方法は、いくつかあります。
v コネクターを使用してメタデータをインポートし、それを共有リポジトリーに保
管します。共有リポジトリーは、プロジェクトおよびスイート・コンポーネント
で共有できます。このメタデータは、プロジェクトのローカル・リポジトリー内
で表定義として使用可能にできます。 拡張検索機能を使用すると、同一ソースか
ら派生した、プロジェクト内のすべての表定義を見つけることができます。
v 共有リポジトリーに保管されているメタデータから、プロジェクトの表定義を作
成できます。
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v プロジェクト・ツリー内の表定義を、共有リポジトリーのメタデータとして使用
可能にできます。
デザイナー・クライアントのツールを使用して、共有メタデータを管理できます。
共有メタデータは、メタデータの派生元のデータ・ソースに対応するオブジェクト
の階層に保管されます。 この階層には、以下のいずれかの構造があります。

リポジトリー
ホスト・システム
データベー
スキーマ
#
リポジトリー
ホスト・システム
データ・ファイル
()
階層内の表オブジェクトは、リレーショナル表、IMS™ 表、またはオブジェクト指
向データベースの表のいずれかを表します。 階層内の順次オブジェクトは、順次フ
ァイルか XML ファイルを表します。

64

デザイナー・クライアント・ガイド

共有リポジトリーへのメタデータのインポート
他のプロジェクトやスイート・コンポーネントからも使用できる共有リポジトリー
に表定義を置くには、コネクターを使用してメタデータをインポートします。

始める前に
アドミニストレーター・クライアントで、現行プロジェクトに「コネクターからイ
ンポートしたメタデータを共有」オプションが設定されていることを確認します。
このオプションはデフォルトで選択されています。 このオプションが設定されてい
ないと、コネクターを使用してメタデータをインポートしたときに、プロジェク
ト・リポジトリーには表定義しか作成されません。 後で、共有メタデータ機能を使
用して、表定義と共有リポジトリー内の表を関連付けることができます。

このタスクについて
外部データ・ソースからメタデータがインポートされます。 共有リポジトリー内に
表が作成され、プロジェクト・リポジトリー・ツリー内に表定義が作成されます。

手順
1. デザイナー・クライアントから、「コネクター・メタデータのインポート」ウィ
ザードを開きます。
2. 「コネクター選択」ページで、インポート・プロセス用のコネクターを選択しま
す。 必要なコネクターは、メタデータをインポートするデータ・ソースのタイ
プによって異なります。
3. 「接続の詳細」ページで、データ・ソースの接続の詳細を入力し、「次へ」をク
リックします。 次に続くページでは、インポート・プロセスに使用するコネク
ター・タイプに固有な情報を収集します。
4. 選択したコネクターのタイプの詳細を指定して、「次へ」をクリックします。
5. 「データ・ソースの場所」ページで、ホスト名とデータベースを選択して、共有
リポジトリー内でメタデータを保管する場所を指定します。 リストにデータが
設定されない場合は、「新規の場所」をクリックして、共有メタデータ管理ツー
ルを開始し、メタデータのインポート元のデータ・ソースに対応する、ホストと
データベース・オブジェクトをリポジトリーに作成できます。
6. 「次へ」をクリックします。
7. インポートの詳細を確認し、「インポート」をクリックします。
8. リポジトリー・ツリーを参照して、表定義を作成するプロジェクト・リポジトリ
ー内の場所を選択し、「OK」をクリックします。

「コネクター・メタデータのインポート」ウィザードのオープン
このウィザードで、コネクターを使用してメタデータをインポートします。

このタスクについて
次のいずれかのアクションでこのウィザードを開きます。

手順
v メインメニューから「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」を選択します。
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v リポジトリー・ツリーのショートカット・メニューから「表定義のインポート」
> 「コネクター・インポート・ウィザードの開始」を選択します。
v ステージ・エディターの「列」タブから、「ロード」をクリックし、次に「表定
義」ウィンドウでリポジトリー・ツリーのショートカット・メニューから「表定
義のインポート」 > 「コネクター・インポート・ウィザードの開始」を選択しま
す。

共有メタデータからの表定義の作成
他のプロジェクトまたはスイート・コンポーネントが共有リポジトリーに置いた表
を基にして、プロジェクトの表定義を作成できます。

このタスクについて
共有リポジトリー内のメタデータから作成された表定義のアイコンは、プロジェク
トでローカルにインポートまたは作成された表定義のアイコンと異なります。 表定
義のソースに関する情報は、「表定義」ウィンドウの「ロケーター」ページに示さ
れます。
共有リポジトリー内の表にリンクされる表定義は、次のアイコンによって識別され
ます。

表定義は、以下のような理由でリンクされます。
v その表定義を使用して共有リポジトリー内の表が作成された。
v コネクターを使用して表定義がインポートされたとき、同時に共有リポジトリー
内で表が自動的に作成された。
v 共有リポジトリー内の表からその表定義が作成された。
プロジェクトに対してローカルな表定義は、次のアイコンによって識別されます。

手順
1. デザイナー・クライアントで、メインメニューから「リポジトリー」 > 「メタ
データ共有」 > 「表からの表定義の作成」を選択します。
2. 「表からの表定義の作成」ウィンドウでツリーを参照し、プロジェクトでビルド
する表定義の基となる表を選択します。 個々の表を選択することも、ツリー内
でより上位にあるスキーマ、データベース、またはホストを選択して、そこに含
まれる表をすべて選択することもできます。
3. 「表定義の作成フォルダー」フィールドで、表定義を保管する、プロジェクトの
リポジトリー内のフォルダーを指定します。
4. 「作成」をクリックします。

表定義からの表の作成
プロジェクトの表定義から、共有リポジトリーの中に表を作成できます。
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始める前に
表は、共有表とのリンクが存在しない表定義からのみ作成できます。 表定義には、
有効なロケーターがなければなりません。 ロケーターは、そこから表定義が派生し
た実世界のオブジェクトを記述します。 ロケーターは、データ・ソースから表定義
をインポートしたときに自動的に作成されます。または、「表定義プロパティー」
ウィンドウでロケーターを指定できます。

手順
1. デザイナー・クライアントで、次のいずれかを行います。
v 共有する表定義を選択し、右クリックして「共有表作成ウィザード」を選択し
ます。
v 「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「共有表作成ウィザード」を選択
します。
2. 共有表作成ウィザードの「表定義の選択」ページで、「追加」をクリックして参
照ウィンドウを開きます。
3. 参照ウィンドウで、作成する表用の表定義を 1 つ以上選択します (表定義を選
択し、右クリックしてウィザードを開いた場合は、その表定義が既にリストされ
ています)。 リストから表定義を選択し、「プロパティーの表示」をクリックし
て、選択した表定義のプロパティーを表示します。
4. 「OK」をクリックして、参照ウィンドウを閉じ、選択した表定義をウィザー
ド・ページに追加します。
5. 共有するすべての表定義を選択したあと、「次へ」をクリックします。 ウィザ
ードは共有リポジトリーの中で表を検索し、その内のいずれかが指定した表定義
とマッチするかどうか判別します。 マッチした場合、表を表定義にリンクしま
す。 ウィザードは、「表の作成または関連付け」ページに結果を表示します。
表定義に自動的にリンクされなかった場合、次の 3 つの選択肢があります。
v 共有リポジトリー内で新規表を作成する。
v 共有リポジトリー内で既存の表へのリンクを作成する。
v ウィザードを使用して、表定義とマッチする可能性のある表のレーティングを
検討する。
表定義の共有リポジトリーの中に新規表を作成するには、次のようにします。
a. 「共有表へのアソシエーション」列をクリックします。
b. メニュー・オプションから、「新規作成」を選択します。
c. 「新規表の作成」ウィンドウで、新規表について、「ホスト」、「データベ
ース」、および「スキーマ」の詳細をリストから選択します。 表名は表定義
名から付けられますが、必要であれば表名は編集できます。
d. 「OK」をクリックします。 ウィザードが、これらの詳細が入った表が既に
存在することを検出した場合、その表にリンクするか、または詳細を変更し
て新規表を作成するかを尋ねてきます。検出しなかった場合、「共有表への
アソシエーション」列に共有表のパス名が表示され、「アクション」列は
「新規」と表示されます。
共有リポジトリー内で既存の表へのリンクを手動で作成するには、以下のように
します。
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a. 「共有表へのアソシエーション」列をクリックします。
b. メニュー・オプションから、「既存の参照」を選択します。
c. 「共有表の参照」ウィンドウで、ツリー構造を参照して、表定義をリンクす
る表を見つけます。
d. 「OK」をクリックします。 「共有表へのアソシエーション」列に共有表の
パス名が表示され、「アクション」列は「リンク」と表示されます。
ウィザードで表のレーティングを表示するには、次のようにします。
a. 「共有表へのアソシエーション」列をクリックします。
b. メニュー・オプションから、「選択」を選択します。「候補の選択」ウィン
ドウに、選択された表定義にマッチするレーティングの強度と共に、共有リ
ポジトリーの中の表リストが表示されます。 レーティングのパーセンテージ
が高いほど、マッチしていることになります。
c. 表定義にリンクする候補をリストの中で選択し、「OK」をクリックします。
「共有表へのアソシエーション」列に共有表のパス名が表示され、「アクシ
ョン」列は「リンク」と表示されます。
6. 「次へ」をクリックします。 「確認」ページに、行った選択の詳細が表示され
ます。
7. 変更する場合は、「戻る」をクリックします。終了する場合は、「作成」をクリ
ックして、表を作成します。

表定義からの表の作成
プロジェクトの表定義から、共有リポジトリーの中に表を作成できます。

始める前に
表は、共有表とのリンクが存在しない表定義からのみ作成できます。 表定義には、
有効なロケーターがなければなりません。 ロケーターは、そこから表定義が派生し
た実世界のオブジェクトを記述します。 ロケーターは、データ・ソースから表定義
をインポートしたときに自動的に作成されます。または、「表定義プロパティー」
ウィンドウでロケーターを指定できます。

手順
1. デザイナー・クライアントで、次のいずれかを行います。
v 共有する表定義を選択し、右クリックして「共有表作成ウィザード」を選択し
ます。
v 「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「共有表作成ウィザード」を選択
します。
2. 共有表作成ウィザードの「表定義の選択」ページで、「追加」をクリックして参
照ウィンドウを開きます。
3. 参照ウィンドウで、作成する表用の表定義を 1 つ以上選択します (表定義を選
択し、右クリックしてウィザードを開いた場合は、その表定義が既にリストされ
ています)。 リストから表定義を選択し、「プロパティーの表示」をクリックし
て、選択した表定義のプロパティーを表示します。
4. 「OK」をクリックして、参照ウィンドウを閉じ、選択した表定義をウィザー
ド・ページに追加します。
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5. 共有するすべての表定義を選択したあと、「次へ」をクリックします。 ウィザ
ードは共有リポジトリーの中で表を検索し、その内のいずれかが指定した表定義
とマッチするかどうか判別します。 マッチした場合、表を表定義にリンクしま
す。 ウィザードは、「表の作成または関連付け」ページに結果を表示します。
表定義に自動的にリンクされなかった場合、次の 3 つの選択肢があります。
v 共有リポジトリー内で新規表を作成する。
v 共有リポジトリー内で既存の表へのリンクを作成する。
v ウィザードを使用して、表定義とマッチする可能性のある表のレーティングを
検討する。
表定義の共有リポジトリーの中に新規表を作成するには、次のようにします。
a. 「共有表へのアソシエーション」列をクリックします。
b. メニュー・オプションから、「新規作成」を選択します。
c. 「新規表の作成」ウィンドウで、新規表について、「ホスト」、「データベ
ース」、および「スキーマ」の詳細をリストから選択します。 表名は表定義
名から付けられますが、必要であれば表名は編集できます。
d. 「OK」をクリックします。 ウィザードが、これらの詳細が入った表が既に
存在することを検出した場合、その表にリンクするか、または詳細を変更し
て新規表を作成するかを尋ねてきます。検出しなかった場合、「共有表への
アソシエーション」列に共有表のパス名が表示され、「アクション」列は
「新規」と表示されます。
共有リポジトリー内で既存の表へのリンクを手動で作成するには、以下のように
します。
a. 「共有表へのアソシエーション」列をクリックします。
b. メニュー・オプションから、「既存の参照」を選択します。
c. 「共有表の参照」ウィンドウで、ツリー構造を参照して、表定義をリンクす
る表を見つけます。
d. 「OK」をクリックします。 「共有表へのアソシエーション」列に共有表の
パス名が表示され、「アクション」列は「リンク」と表示されます。
ウィザードで表のレーティングを表示するには、次のようにします。
a. 「共有表へのアソシエーション」列をクリックします。
b. メニュー・オプションから、「選択」を選択します。「候補の選択」ウィン
ドウに、選択された表定義にマッチするレーティングの強度と共に、共有リ
ポジトリーの中の表リストが表示されます。 レーティングのパーセンテージ
が高いほど、マッチしていることになります。
c. 表定義にリンクする候補をリストの中で選択し、「OK」をクリックします。
「共有表へのアソシエーション」列に共有表のパス名が表示され、「アクシ
ョン」列は「リンク」と表示されます。
6. 「次へ」をクリックします。 「確認」ページに、行った選択の詳細が表示され
ます。
7. 変更する場合は、「戻る」をクリックします。終了する場合は、「作成」をクリ
ックして、表を作成します。
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メタデータの同期
プロジェクトのリポジトリー内の表定義と共有リポジトリー内の表が同期している
かどうか確認できます。同期状態を手動で確認して、前回リポジトリーを最新表示
して以降、何も変更が行われていないことを確認できます。

このタスクについて
表定義の変更日時が、共有リポジトリー内のリンク先の表の変更日時と一致する場
合、その表定義は同期状態にあります。
プロジェクトのリポジトリー・ビューを最新表示するたび、同期状態が検査されま
す。また、同期状態を手動で確認して、前回リポジトリーを最新表示して以降、何
も変更が行われていないことを確認できます。
同期していない表定義は、次のアイコンで識別されます。

手順
1. プロジェクトのリポジトリー・ツリーで、表定義を 1 つ以上選択します。
2. メインメニューから「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「共有表からの
表定義の更新」を選択します。
3. 表と同期していない表定義がある場合、次のいずれかのアクションをその表定義
に対して実行できます。 必要な場合は、複数の表でこれらのアクションを実行
できます。
v 「更新」または「すべて更新」をクリックして、表から表定義を更新します。
v 「削除」または「すべて削除」をクリックして、表定義と表の間のリンクを削
除します。
4. 表定義が表と同期している場合は、ウィンドウを閉じるか、「削除」をクリック
して、表定義と表の間のリンクを削除できます。

共有メタデータの管理
共有リポジトリー内の表を表すオブジェクトを管理するには、共有メタデータ管理
ツールを使用できます。

このタスクについて
共有メタデータ管理ツールを使用して、新規ホスト・システム、新規データベース
やデータ・ファイル、または新規スキーマを追加できます。 また、このツールを使
用して、共有リポジトリーから項目を削除することもできます。
共有メタデータ管理ツールからクイック検索ツールを開いて、共有リポジトリー内
のオブジェクトを検索できます。

新規ホスト・システムの追加
共有メタデータ管理ツールを使用して、新規ホスト・システムを共有リポジトリ
ー・ツリーに追加できます。
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このタスクについて
新規ホスト・システム・オブジェクトは、共有メタデータ管理ツールのツリーに表
示されます。 ツリーでこのホスト・システム・オブジェクトを選択すると、入力さ
れた詳細が、共有メタデータ管理ツールの右のペインに表示されます。

手順
1. メインメニューから「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「管理」を選択
して、共有メタデータ管理ツールを開きます。
2. ツリーの先頭にあるリポジトリー・アイコンをクリックします。
3. 「追加」 > 「新規ホスト・システムの追加」を選択します。
4. 「新規ホスト・システムの追加」ウィンドウで、ホスト・システムに関する情報
を指定します。 「名前」フィールドと「ネットワーク・ノード」フィールドは
必須です。その他のフィールドはオプションです。
5. 「OK」をクリックします。

新規データベースの追加
新規データベースを共有リポジトリー・ツリーに追加するには、共有メタデータ管
理ツールを使用します。

このタスクについて
新規データベース・オブジェクトは、共有メタデータ管理ツールのツリーに表示さ
れます。 ツリーでこのデータベース・オブジェクトを選択すると、入力された詳細
が、共有メタデータ管理ツールの右のペインに表示されます。 表の列を表示するに
は、「列」タブをクリックします。

手順
1. メインメニューから「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「管理」を選択
して、共有メタデータ管理ツールを開きます。
2. データベースを追加するホスト・システムを選択します。
3. 「追加」 > 「新規データベースの追加」を選択します。
4. 「新規データベースの追加」ウィンドウで、データベースに関する情報を指定し
ます。 「名前」フィールドは必須です。その他のフィールドはオプションで
す。
5. 「OK」をクリックします。

新規スキーマの追加
新規スキーマを共有リポジトリー・ツリーに追加するには、共有メタデータ管理ツ
ールを使用します。

このタスクについて
新規スキーマ・オブジェクトは、共有メタデータ管理ツールのツリーに表示されま
す。 ツリーでこのスキーマ・オブジェクトを選択すると、入力された詳細が、共有
メタデータ管理ツールの右のペインに表示されます。
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手順
1. メインメニューから「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「管理」を選択
して、共有メタデータ管理ツールを開きます。
2. スキーマを追加するデータベースを選択します。
3. 「追加」 > 「新規スキーマの追加」を選択します。
4. 「新規スキーマの追加」ウィンドウで、スキーマに関する情報を指定します。
「名前」フィールドは必須です。その他のフィールドはオプションです。
5. 「OK」をクリックします。

新規データ・ファイルの追加
新規データ・ファイルを共有リポジトリー・ツリーに追加するには、共有メタデー
タ管理ツールを使用します。

このタスクについて
新規データ・ファイル・オブジェクトは、共有メタデータ管理ツールのツリーに表
示されます。 ツリーでこのオブジェクトを選択すると、入力された詳細が、共有メ
タデータ管理ツールの右のペインに表示されます。 ファイルのデータ列を表示する
には、「列」タブをクリックします。

手順
1. メインメニューから「リポジトリー」 > 「メタデータ共有」 > 「管理」を選択
して、共有メタデータ管理ツールを開きます。
2. データ・ファイルを追加するホスト・システムを選択します。
3. 「追加」 > 「新規データ・ファイルの追加」を選択します。
4. 「新規データ・ファイルの追加」ウィンドウで、データ・ファイルに関する情報
を指定します。 「名前」フィールドは必須です。その他のフィールドはオプシ
ョンです。
5. 「OK」をクリックします。

表定義の手動入力
ソース・データまたはターゲット・データの表定義をインポートできない場合は、
この情報を手動で入力する必要があります。
表定義のプロパティーを手動で入力するには、最初に、新規の表定義を作成してく
ださい。 その後、列定義を指定する前に、全般プロパティーの適切な設定を入力で
きます。 指定が必要なのは、順次ファイル表定義のファイル・フォーマット設定の
みです。

表定義の作成
次の手順で、デザイナー・クライアントに表定義を作成できます。

手順
1. 「ファイル」 > 「新規」を選択し、「新規」ダイアログ・ボックスを開きま
す。
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2. 「その他」フォルダーを開き、「表定義」アイコンを選択し、「OK」をクリッ
クします。
3. 「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。 作成する表定義のタイプに
応じて適切な詳細を各ページに入力します。 少なくとも、「全般」ページの識
別詳細と、「列」ページの列定義は指定が必要です。 詳しくは、次のセクショ
ンで示されています。

「全般」ページの詳細の入力
「表定義」ダイアログ・ボックスでは、ストアード・プロシージャー定義に関する
一般情報を手動で入力できます。

手順
1. データ・ソースのタイプを「データ・ソース・タイプ」フィールドに入力しま
す。 ここで入力した名前によって、「表定義」ブランチに定義がどのように表
示されるかが決まります。
2. データ・ソースの名前を「データ・ソース名」フィールドに入力します。 これ
は、表定義識別子の 2 番目の部分となり、データ・ソース・タイプ・ブランチ
に作成されるブランチの名前になります。
3. データが含まれる表またはファイルの名前を「表名」フィールドに入力しま
す。 これは、表定義識別子の最後の部分となり、データ・ソース・ブランチに
作成されるリーフの名前になります。表定義の命名規則は次のとおりです。
v 表名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字、ピリオド、および下線文字を使用できます。
4. 「データ・ソース・タイプ」がリレーショナル・データベースの場合、データ
ベース・オーナーの名前を「オーナー」に入力します。
5. メインフレームの表定義を入力する場合、「メインフレーム・プラットフォー
ム・タイプ」ドロップダウン・リストからプラットフォーム・タイプ、「メイ
ンフレーム・アクセス・タイプ」ドロップダウン・リストからアクセス・タイ
プを選択します。 それ以外の場合は、どちらの項目も「<適用外>」のままにし
ます。
6. メタデータが複数値データをサポートする場合、「メタデータは複数値のフィ
ールドをサポート」チェック・ボックスを選択します。
7. 必要に応じて、ODBC データ・ソースで引用文字として使用する文字を
「ODBC 引用文字」に指定します。
8. データの簡略説明を「簡略説明」フィールドに入力します。 このフィールドは
オプションです。
9. データの詳細説明を「詳細説明」フィールドに入力します。 このフィールドは
オプションです。
10. 「列」タブをクリックします。 「表定義」ダイアログ・ボックスの最前面に
「列」ページが表示されます。 データの列定義を入力またはロードできます。
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列定義の入力
標準制御を使用すると、列定義を「列」グリッド内に直接入力できます。また、
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用すると、一度に 1 行ずつ追加で
きます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
v 列領域内で右クリックし、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選
択します。
v Ctrl-E を押します。
v グリッドの左側の行番号セルをダブルクリックします。
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ここには、す
べてのデータ・ソース・タイプに共通のフィールドを含んだ全般領域に加え、
サーバー・ジョブで使用されるメタデータに特有のフィールド、COBOL デー
タ・ソース・タイプに特有の情報、およびパラレル・ジョブで使用されるフォ
ーマットの情報をそれぞれ含んだ 3 つのタブがあります。
このダイアログ・ボックスに実際に表示されるフィールドは、「表定義」ダイ
アログ・ボックスの「全般」ページで設定された表定義のタイプによって異な
ります。
2. 定義する各列について、次のように全般情報を入力します。
v 「列名」。 列の名前を入力します。定義で唯一の必須フィールドです。
v 「キー」。 ドロップダウン・リストから「はい」または「いいえ」を選択し
ます。
v 「ネイティブ・タイプ」。 プラットフォーム・タイプが OS390 のデータ・
ソースの場合、ドロップダウン・リストからネイティブ・データ・タイプを選
択します。リストの内容は、「表定義」ダイアログ・ボックスの「全般」ペー
ジで指定した「アクセス・タイプ」によって決まります。 (メインフレーム・
データ・ソース以外の場合、リストは空です。)
v 「SQL タイプ」。 サポートされる SQL タイプのドロップダウン・リストか
ら選択します。 プラットフォーム・タイプが OS390 の表定義を追加する場
合、手動で SQL タイプを入力することはできません。これは、「ネイティ
ブ・タイプ」から自動的に取得されます。
v 「長さ」。 列の長さまたは精度を表す数値を入力します。
v 「スケール」。 列が数値である場合に、小数点以下の桁数を定義する数値を
入力します。
v 「NULL 可能」。 ドロップダウン・リストから「はい」または「いいえ」を
選択します。 この列が NOT NULL 制約を受けるかどうかを示すために設定
します。 この設定自体が NOT NULL 制約を実行するのではありません。
v 「日付形式」。 選択可能な形式のドロップダウン・リストから、列で使用す
る日付形式を選択します。
v 「説明」。列の説明を入力します。
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サーバー・ジョブの列定義の入力
サーバー・ジョブ・タイプのデータ・ソースまたはデータ・ターゲットのメタデー
タを指定する場合、「サーバー」タブが一番上の状態で「列メタデータ編集」ダイ
アログ・ボックスが表示されます。
サーバー・ジョブに特有の必要な形式の情報を入力します。
v 「データ・エレメント」。 選択可能なデータ・エレメントのドロップダウン・リ
ストから選択します。
v 「表示」。 列の表示長さを表す数値を入力します。
v 「位置」。 「表定義」ダイアログ・ボックスの「全般」ページで「メタデータは
複数値のフィールドをサポート」を指定している場合にのみ表示されます。 フィ
ールド番号を表す数値を入力します。
v 「タイプ」。 「表定義」ダイアログ・ボックスの「全般」ページで「メタデータ
は複数値のフィールドをサポート」を指定している場合にのみ表示されます。 ド
ロップダウン・リストから S、M、MV、MS、またはブランクを選択します。
v 「アソシエーション」。 「表定義」ダイアログ・ボックスの「全般」ページで
「メタデータは複数値のフィールドをサポート」を指定している場合にのみ表示
されます。 列が属しているアソシエーションの名前を入力します (該当がある場
合)。
v 「NLS マップ」。 NLS が有効で、「表定義」ダイアログ・ボックスの「NLS」
ページで「列ごとのマッピングを許可」が選択されている場合にのみ表示されま
す。 列に対して別の文字セット・マップを選択できます。これが、プロジェクト
または表のマップ・セットをオーバーライドします。 (列ごとのマッピングの機
能は、順次、ODBC、または汎用プラグイン・データ・ソース・タイプでのみ使
用できます。)
v 「NULL ストリング」。 データ内の NULL を表す文字です。
v 「埋め込み文字」。 これは、欠落した列に埋め込む文字です。 デフォルトでは
「#」が設定されています。

メインフレーム・ジョブの列定義の入力
メインフレーム・ジョブ・タイプのデータ・ソースのメタデータを指定する場合、
「COBOL」タブが一番上の状態で「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが表
示されます。
注: メインフレーム・ジョブは、このバージョンの IBM InfoSphere Information
Server ではサポートされません。
メインフレーム・ジョブに特有の必要な形式の情報を入力します。
v 「レベル番号」。 COBOL レベル番号を表す数値を 02 から 49 の範囲で入力し
ます。 デフォルト値は 05 です。
v 「OCCURS」。 COBOL の OCCURS 節に指定する数値を入力します。 列がグ
ループを定義している場合、グループ内のエレメント数を表します。
v 「USAGE」。 ドロップダウン・リストから COBOL の USAGE 節を選択しま
す。 これは、列を読み取る際の COBOL フォーマットを指定します。 これらの

第 4 章 データの定義

75

フォーマットは、「ネイティブ・タイプ」フィールドのフォーマットにマッピン
グされ、一方を変更すると、通常、もう一方も変更されます。 可能な値は以下の
とおりです。
– COMP - バイナリー
– COMP-1 - 単精度浮動小数
– COMP-2 - パック 10 進浮動小数
– COMP-3 - パック 10 進数
– COMP-5 - NATIVE BINARY ネイティブ・タイプで使用
– DISPLAY - ゾーン 10 進数。DISPLAY_NUMERIC または CHARACTER ネ
イティブ・タイプで使用
– DISPLAY-1 - 2 バイト・ゾーン 10 進数。GRAPHIC_G または GRAPHIC_N
で使用
v 「SIGN インジケーター」。 ドロップダウン・リストから「符号付き」あるいは
ブランクを選択して、列に符号を付けられるかどうかを指定します。 デフォルト
はブランクです。
v 「SIGN オプション」。 列に符号が付けられる場合に、データ内での符号の位置
をドロップダウン・リストから選択します。 次の中から選択します。
– LEADING - 符号はストレージの先頭バイトです
– TRAILING - 符号はストレージの末尾バイトです
– LEADING SEPARATE - 符号は、ストレージの先頭に別に追加されたバイト
に入ります。
– TRAILING SEPARATE - 符号は、ストレージの末尾に別に追加されたバイト
に入ります。
「LEADING SEPARATE」または「TRAILING SEPARATE」を選択すると、
列のストレージ長が 1 バイト増えます。
v 「SYNC インジケーター」。 ドロップダウン・リストから「SYNC」あるいはブ
ランクを選択して、 COBOL の SYNCHRONIZED 節かどうかを指定します。
v 「再定義フィールド」。 オプションで COBOL REDEFINES 節を指定します。
これを使用して、同じストレージ域で別のデータ記述を使用してデータを記述で
きます。 再定義列の長さは、再定義する列以下でなければなりません。 2 つの
列のレベルは同じである必要があります。列は、同じレベルの直前の列のみを再
定義できます。
v 「DEPENDING ON」。 オプションで、ドロップダウン・リストから COBOL
の OCCURS-DEPENDING ON 節を選択します。
v 「ストレージ長」。 列に定義されているストレージ長 (バイト単位) が表示され
ます。 このフィールドは編集できません。
v 「PICTURE」。 列定義から取得された COBOL PICTURE 節が表示されます。
このフィールドは編集できません。
「サーバー」タブも利用できますが、「サーバー」ページには、「データ・エレ
メント」フィールドと「表示」フィールドしかありません。
次の表は、ネイティブ COBOL タイプと SQL タイプの関係を示しています。
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表 1. ネイティブ COBOL タイプと SQL タイプの関係
ネイティブ・
データ・タイ
プ

ネイティブ長
(バイト)

COBOL
USAGE 表記

BINARY

2 4 8

PIC S9 to
S9(4) COMP
PIC S9(5) to
S9(9) COMP
PIC S9(10) to
S9(18) COMP

SmallInt Integer 1 から 4、5
Decimal
から 9、10 か
ら 18

適用不可
適用不可
適用不可

2 4 8

CHARACTER

n

n PIC X(n)

Char

n

適用不可

n

DECIMAL

(p+s)/2+1

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

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

DISPLAY_
NUMERIC

p+s

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT (single) 4
(double)
8

PIC COMP-1
PIC COMP-2

Decimal
Decimal

p+s (デフォル
トは 18) p+s
(デフォルトは
18)

s (デフォルト
は 4) s (デフ
ォルトは 4)

4

GRAPHIC _G

n*2

PIC G(n)
DISPLAY-1

NChar

n

適用不可

n*2

GRAPHIC _N

n*2

PIC N(n)

NChar

n

適用不可

n*2

GROUP

n (グループを
構成するすべ
ての列の長さ
の合計)

Char

n

適用不可

n

NATIVE
BINARY

2 4 8

SmallInt Integer 1 から 4、5
PIC S9 to
から 9、10 か
S9(4) COMP-5 Decimal
PIC S9(5) to
ら 18
S9(9) COMP-5
PIC S9(10) to
S9(18) COMP-5

適用不可
適用不可
適用不可

2 4 8

VARCHAR

n+2

PIC S9(4)
COMP PIC
X(n)

VarChar

n+2

適用不可

n+2

VARGRAPHIC
_G

(n*2)+2

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

NVarChar

n+2

適用不可

(n*2)+2

VARGRAPHIC
_N

(n*2)+2

PIC S9(4)
COMP PIC
N(n)

NVarChar

n+2

適用不可

(n*2)+2

SQL タイプ

精度 (p)

スケール (s)

ストレージ長
(バイト)

8
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パラレル・ジョブの列定義の入力
パラレル・ジョブ・タイプのデータ・ソースまたはデータ・ターゲットのメタデー
タを指定する場合、「パラレル」タブが一番上の状態で「列メタデータ編集」ダイ
アログ・ボックスが表示されます。 ここで、列フォーマットの詳細情報を入力でき
ます。
フィールド・レベル
これには、次のプロパティーがあります。
v 「スキップするバイト数」。 直前の列の末尾からこの列の先頭まで、指定された
数のバイトをスキップします。
v 「区切り文字」。 列の末尾の区切り文字を指定します。 ASCII 文字を入力する
か、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タ
ブ」のいずれかを選択します。
v 「空白」。 列の終わりの空白文字 (スペース、タブ、または改行) はスキップし
ます。
v 「最終文字」。 フィールドの最後が区切り文字と見なされるため、区切り文字は
ありません。 これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定
幅列のフィールドに使用されます。
v 「なし」。 区切り文字なし (固定幅に使用されます)。
v 「NULL」。 ASCII NULL 文字が使用されます。
v 「コンマ」。 ASCII コンマ文字が使用されます。
v 「タブ」。 ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。 列の終わりに書き込むストリングを指定します。 1
つ以上の文字を入力します。 これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使
用できません。 例えば、「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要です)
を指定すると、列は「, 」で区切られます。
v 「入力時にドロップ」。 データ・セットのメタデータを完全に定義する必要があ
るが、その列をデータ・セットに実際に読み取らないようにする場合に、このプ
ロパティーを選択します。
v 「接頭部のバイト」。 この列の接頭部として、バイナリー値で列の長さまたはタ
グ付き列のタグ値を含む 1、2、または 4 バイトを付けることを指定します。 こ
のオプションは、可変長フィールドで使用できます。 可変長フィールドは、文字
で区切るか、またはフィールド長を含む 1、2、または 4 バイトの接頭部を付け
ることができます。 IBM InfoSphere DataStage が、各フィールドの前に接頭部を
挿入します。
このプロパティーは、デフォルトで使用される「区切り文字」、「引用符」、お
よび「最終区切り文字」プロパティーと同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。 このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用される
ためのものです。 これを設定すると、InfoSphere DataStage が、読み取った各列
についてメッセージを生成します。 メッセージのフォーマットは次のとおりで
す。
インポートしています N: D
ここで、
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– N は列名です。
– D はインポートされた列データです。 D に印刷不能文字が含まれた場合、そ
の文字は、先頭にエスケープ文字が付加されて、C ストリング・リテラルとし
て書き込まれます。列にバイナリー・データが含まれる場合、8 進形式で出力
されます。
v 「引用符」。 可変長列を単一引用符、二重引用符、あるいは別の ASCII 文字ま
たは ASCII 文字の対で囲むよう指定します。 「単一」または「二重」を選択す
るか、文字を入力します。
v 「開始位置」。 レコード内での列の開始位置を指定します。 開始位置には、先
頭レコード位置 (0) からの絶対バイト・オフセット、または他の列の開始位置が
可能です。
v 「タグ・ケース値」。 タグ付きサブレコードのサブフィールドに対応するタグ値
を明示的に指定します。 デフォルトではフィールドに 0 から N-1 (N はフィー
ルドの数) までの番号が付けられます。 (タグ付きサブレコードは、タイプが可変
の列です。 タグ付きサブレコードのサブフィールドは、発生し得るタイプです。
タグ付きサブレコードのタグ・ケース値で、そうしたタイプの中のどれを使用し
てレコードの列値を解釈するかを選択します。)
String タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します (ustring タイプ
(Unicode) では選択できません)。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。 EBCDIC 文字を ASCII 文字とし
て書き込むよう指定する場合に、これを選択します (ustring タイプ (Unicode) で
は選択できません)。
v 「リンク・フィールド」。 選択した場合、列が、レコードの他の可変長列の長
さ、あるいはタグ付きレコード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示
します。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。 ASCII 文字を EBCDIC 文字として
読み取るよう指定する場合に、これを選択します (ustring タイプ (Unicode) では
選択できません)。
v 「フィールド最大幅」。 ストリングとして表される列の最大バイト数。 数値を
入力します。 これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。 固
定幅文字セットを使用している場合は、長さを正確に計算できます。 可変長文字
セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、
および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されませ
ん。
v 「フィールド幅」。 ストリングとして表される列のバイト数。 数値を入力しま
す。 これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。 固定幅文字
セットを使用している場合は、バイト数を正確に計算できます。 可変長エンコー
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ドの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、
および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されませ
ん。
v 「埋め込み文字」。 ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に
使用される埋め込み文字を指定します。文字 (string には 1 バイト。ustring には
マルチバイトが可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。 外部ス
トリング表現が、書き込まれるフィールドの保持に必要なものより大きい場合
に、埋め込み文字が使用されます。 この場合、外部ストリングには、そのフルサ
イズの長さまで埋め込み文字で埋められます。 スペースがデフォルトです。
string、ustring、および数値データ・タイプに適用されます。また、
record、subrec、または tagged タイプで、 string、ustring、および数値データ・タ
イプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合にも適用されます。
Date タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」。 マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。
次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。 上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。 上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。 マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します。
v 「開始日付」。 指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き
込まれます。 日付は、%yyyy-%mm-%dd という形式か、NLS システムで新しく
デフォルト日付形式を定義した場合にはその形式で入力します。
v 「データ・フォーマット」。 列のデータ表示フォーマットを指定します。 次の
中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
date の場合、「バイナリー」を選択することは、date フィールドに julian プ
ロパティーを指定することと同じです。「テキスト」を指定すると、書き込ま
れるデータに、%yyyy-%mm-%dd という形式か、NLS システムで新しくデフ
ォルト日付形式を定義した場合にはその形式のテキスト・ベースの日付が含ま
れることを指定します。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「フォーマット・ストリング」。 日付のストリング・フォーマット。デフォルト
では、 %yyyy-%mm-%dd です。 フォーマット・ストリングには、以下のエレメ
ントの 1 つまたは組み合わせを含めることができます。
– %dd: 2 桁の日。
– %mm: 2 桁の月。
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– %year_cutoffyy: yy および指定された 4 桁の年カットオフから得られる 2 桁
の年。例えば、%1970yy。
– %yy: 1900 の年カットオフから得られる 2 桁の年。
– %yyyy: 4 桁の年。
– %ddd: 3 桁形式の年間通算日 (1 から 366 の範囲)。
– %mmm: 3 文字の月の省略形。
フォーマット・ストリングは、以下の制限を受けます。
– 同じタイプのエレメントは複数指定できません。例えば、%dd エレメントを 2
つ含めることはできません。
– %dd と %ddd を同時には使用できません。
– %yy と %yyyy を同時には使用できません。
– %mm と %ddd を同時には使用できません。
– %mmm と %ddd を同時には使用できません。
– %mm と %mmm を同時には使用できません。
– %dd を指定する場合は、%mm または %mmm が必要です。
– %yy または %yyyy のいずれか 1 つを指定する必要があります。
日付形式ストリングを指定する場合、各コンポーネントの前にパーセント記号
(%) を付けます。 ストリングのコンポーネントは、パーセント記号 (%) 以外の
任意の文字で区切ります。
このフォーマット・ストリングに日が含まれない場合、目的のフィールドではそ
の月の 1 日に設定されます。 フォーマット・ストリングに月と日が含まれない
場合、デフォルトで 1 月 1 日になります。フォーマット・ストリングに日が含
まれる場合、月が必要です。つまり、月のみを省略することはできません。
年カットオフとは、2 桁の年が該当する 100 年の始まりを定義する年です。 デ
フォルトで、年カットオフは 1900 です。そのため、2 桁の年 97 は 1997 を表
します。
年カットオフとして 4 桁の年を指定することができます。 その場合、2 桁の年
は、年カットオフ以降で、指定された下 2 桁を持つ最初の年を示します。 例え
ば、年カットオフを 1930 に設定した場合、2 桁の年の 30 は 1930 に対応し、
2 桁の年の 29 は 2029 に対応します。
v 「ユリウス日」。 ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合
に、これを選択します。 ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00
(正午) (GMT) からの日数として日付を指定します。
Time タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」。 マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。
次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。 上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。 上位バイトが左側になります。
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– 「マシンに依存」。 マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。 列のデータ表示フォーマットを指定します。 次の
中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
time の場合、「バイナリー」は、midnight_seconds と同じです。「テキスト」
を指定すると、フィールドが、%hh:%nn:%ss という形式か、NLS システムで
新しくデフォルト日付形式を定義した場合にはその形式のテキスト・ベースの
時刻を表すことを指定します。
v 「フォーマット・ストリング」。 時間をストリングとして表す列のフォーマット
を指定します。 デフォルトは %hh-%mm-%ss です。 時刻形式のフォーマット・
ストリングに可能なコンポーネントは以下のとおりです。
– %hh: 2 桁の時間のコンポーネント。
– %nn: 2 桁の分のコンポーネント (mm は日付の月に使用されるため、nn で分
を表します)。
– %ss: 2 桁の秒のコンポーネント。
– %ss.n: 2 桁の秒と小数部分。ここで、n は小数桁数で最大値は 6 です。 n が
0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後続のゼ
ロは削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前には、パーセント記号を付け
てください。 ストリングのコンポーネントは、パーセント記号 (%) 以外の任意
の文字で区切ります。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。 直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリ
ーの 32 ビット整数として時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。
Timestamp タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」。 マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。
次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。 上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。 上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。 マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します。
v 「データ・フォーマット」。 列のデータ表示フォーマットを指定します。 次の
中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
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timestamp の場合、バイナリーは、最初の整数に、タイム・スタンプの日付部
分としてユリウス日の数が含まれ、2 番目の整数で、タイム・スタンプの時刻
部分を午前 0 時からの秒数で指定することを示します。 バイナリーのタイ
ム・スタンプの指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込まれます。 テキスト
は、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss という形式か、NLS システムで新しくデ
フォルト日付形式を定義した場合にはその形式のテキスト・ベースのタイム・
スタンプであることを指定します。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「フォーマット・ストリング」。 タイム・スタンプをストリングとして表す列の
フォーマットを指定します。 デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss で
す。 フォーマットは次のように指定します。
日付関連:
– %dd: 2 桁の日。
– %mm: 2 桁の月。
– %year_cutoffyy: yy および指定された 4 桁の年カットオフから得られる 2 桁
の年。
– %yy: 1900 の年カットオフから得られる 2 桁の年。
– %yyyy: 4 桁の年。
– %ddd: 3 桁形式の年間通算日 (1 から 366 の範囲)。
時刻関連:
– %hh: 2 桁の時間のコンポーネント。
– %nn: 2 桁の分のコンポーネント (mm は日付の月に使用されるため、nn で分
を表します)。
– %ss: 2 桁の秒のコンポーネント。
– %ss.n: 2 桁の秒と小数部分。ここで、n は小数桁数で最大値は 6 です。 n が
0 の場合、秒コンポーネントの一部として小数点は出力されません。後続のゼ
ロは削除されません。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前には、パーセント記号 (%)
を付けてください。ストリングのコンポーネントは、パーセント記号 (%) 以
外の任意の文字で区切ります。
Integer タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」。 マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。
次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。 上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。 上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。 マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します。
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v 「C 言語フォーマット」。 ストリングのデータを整数データに、デフォルト以
外の方法で変換します。 このプロパティーでは、整数ストリングの読み取り/書
き込みに使用される C 言語フォーマット・ストリングを指定します。 これは、
sscanf() または sprintf() に渡されます。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。 列のデータ表示フォーマットを指定します。 次の
中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
v 「フィールド最大幅」。 ストリングとして表される列の最大バイト数。 数値を
入力します。 数値を入力します。これは、数値をテキストとして保管している場
合に便利です。 固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正確に計算でき
ます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計
算します。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプの
フィールドに適用されます。 record、subrec、または tagged では、
date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれ
る場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。 ストリングとして表される列のバイト数。 数値を入力しま
す。 これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。 固定幅文字
セットを使用している場合は、バイト数を正確に計算できます。 可変長エンコー
ドの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、
および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されませ
ん。
v 「入力フォーマット」。 ストリングのデータを整数に変換する際に使用されるフ
ォーマット・ストリング。 sscanf() に渡されます。 デフォルトで、InfoSphere
DataStage は C の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットさ
れている数値フィールドを整数または浮動小数点データに変換します。 この関数
が、必要な形式でデータを出力しない場合、「入力フォーマット」プロパティー
を指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「リンク・フィールド」。 選択した場合、列が、レコードの他の可変長列の長
さ、あるいはタグ付きレコード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示
します。
v 「出力フォーマット」。 整数のデータをストリングに変換する際に使用されるフ
ォーマット・ストリング。 sprintf() に渡されます。 デフォルトで、InfoSphere
DataStage は C の sprintf() 関数を呼び出して、整数データとしてフォーマットさ
れている数値フィールドをストリングに変換します。この関数が、必要な形式で
データを出力しない場合、「出力フォーマット」プロパティーを指定して、フォ
ーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
v 「埋め込み文字」。 整数を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込
み文字を指定します。文字 (string には 1 バイト。ustring にはマルチバイトが
可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。 外部ストリング表現
が、書き込まれるフィールドの保持に必要なものより大きい場合に、埋め込み文
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字が使用されます。 この場合、外部ストリングには、そのフルサイズの長さまで
埋め込み文字で埋められます。 スペースがデフォルトです。
Decimal タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「すべてゼロを許可」。 すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロ
の有効な表記として扱うかどうかを指定します。 「はい」または「いいえ」を選
択します。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します。
v 「小数点」。 小数点として動作する文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。 列のデータ表示フォーマットを指定します。 次の
中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
10 進数の場合、バイナリーはパックを意味します。 テキストでは、先行スペ
ースまたは「-」の後に 10 進数が続くストリング・フォーマットで 10 進数を
表します。スケールがゼロでない場合は、小数点が付きます。 宛先のストリ
ング・フォーマットは [+ | -]ddd.[ddd] で、精度とスケールの引数は無視され
ます。
v 「フィールド最大幅」。 ストリングとして表される列の最大バイト数。 数値を
入力します。 数値を入力します。これは、数値をテキストとして保管している場
合に便利です。 固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正確に計算でき
ます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計
算します。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプの
フィールドに適用されます。 record、subrec、または tagged では、
date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれ
る場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。 ストリングとして表される列のバイト数。 数値を入力しま
す。 これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。 固定幅文字
セットを使用している場合は、バイト数を正確に計算できます。 可変長エンコー
ドの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、
および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されませ
ん。
v 「パック」。 10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
v 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入る
ことを指定します (デフォルト)。 これには、次のサブプロパティーがあります。
v 「確認」。 データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場
合は「いいえ」を選択します。
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v 「符号付き」。 10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」
を選択します。 「いいえ」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号
(0xf) が書き込まれます。
v 「いいえ (分離)」。符号バイトを別に持つアンパック 10 進数が入ることを指定
します。 これには、次のサブプロパティーがあります。
v 「符号位置」。 必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキストのアンパック 10 進数が
入ることを指定します。 これには、次のサブプロパティーがあります。
v 「符号位置」。 必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに含まれる
文字で、そのバイトの数値と、その数値全体としての符号が負か正かを指定しま
す。 これには、次のサブプロパティーがあります。
v 「符号位置」。 必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。 10 進数列がテキスト・フォーマットで表される場合の精度を指定し
ます。 数値を入力します。 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とス
ケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。 精度とスケールのプ
ロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。 これらが定義されてい
る場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め
込みを行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。 フィールド幅プロパテ
ィーも指定している場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切
り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに適合させま
す。
v 「丸め方式」。 ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うよう
にソース・フィールドを丸める方式を指定します。 次の中から選択します。
– 「切り上げ」。 ソース列を正の無限大方向に切り捨てます。 このモードは、
IEEE 754 Round Up モードに相当します。 例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1
になります。
– 「切り捨て」。 ソース列を負の無限大方向に向かって切り捨てます。 このモ
ードは、IEEE 754 Round Down モードに相当します。 例えば、1.6 は 1
に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。 ソース列を、最も近い表現可能な値に丸めます。 このモード
は、COBOL ROUNDED モードに相当します。 例えば、1.4 は 1 に、1.5 は
2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。 これはデフォルトです。 符号に関係なく、宛先で
サポートされている右端の小数桁より右の小数桁を破棄します。 例えば、宛
先が整数の場合は、すべての小数桁が切り捨てられます。宛先が 10 進数でス
ケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わせて切り捨
てられます。 このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。
この方式で 1.6 は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。 ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場
合に、ソースの 10 進数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10
進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage はソースの 10 進数
フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長
さを判別します。 デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバ
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ーライドできます。 その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対
して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリングのサイズに適合させま
す。 フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage は、
ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指
定されたサイズに適合させます。 ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み
先よりも大きい場合に、ソースの 10 進数を丸める方法を指定します。
Float タイプ
これには、次のプロパティーがあります。
v 「C 言語フォーマット」。 ストリングのデータを浮動小数点データに、デフォ
ルト以外の方法で変換します。 このプロパティーでは、浮動小数点ストリングの
読み取りに使用される C 言語フォーマット・ストリングを指定します。 sscanf()
に渡されます。
v 「文字セット」。 「ASCII」または「EBCDIC」から選択します。
v 「デフォルト」。 列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用
されます。 エラー (書き込みまたは読み取り) を起こした列に対して、代わりに
使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。 列のデータ表示フォーマットを指定します。 次の
中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
v 「フィールド最大幅」。 ストリングとして表される列の最大バイト数。 数値を
入力します。 数値を入力します。これは、数値をテキストとして保管している場
合に便利です。 固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正確に計算でき
ます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計
算します。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプの
フィールドに適用されます。 record、subrec、または tagged では、
date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれ
る場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。 ストリングとして表される列のバイト数。 数値を入力しま
す。 これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。 固定幅文字
セットを使用している場合は、バイト数を正確に計算できます。 可変長エンコー
ドの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、
および raw タイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されませ
ん。
v 「入力フォーマット」。 ストリングのデータを浮動小数点に変換する際に使用さ
れるフォーマット・ストリング。 sscanf() に渡されます。デフォルトで、
InfoSphere DataStage は C の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォ
ーマットされている数値フィールドを浮動小数点データに変換します。 この関数
が、必要な形式でデータを出力しない場合、「入力フォーマット」プロパティー
を指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
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v 「リンク・フィールド」。 選択した場合、列が、レコードの他の可変長列の長
さ、あるいはタグ付きレコード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示
します。
v 「出力フォーマット」。 浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用さ
れるフォーマット・ストリング。 sprintf() に渡されます。デフォルトで、
InfoSphere DataStage は C の sprintf() 関数を呼び出して、浮動小数点データとし
てフォーマットされている数値フィールドをストリングに変換します。この関数
が、必要な形式でデータを出力しない場合、「出力フォーマット」プロパティー
を指定して、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
v 「埋め込み文字」。 浮動小数点数を外部ストリング表現に書き込む際に使用され
る埋め込み文字を指定します。文字 (string には 1 バイト。ustring にはマルチバ
イトが可) を入力するか、NULL またはスペースを選択します。 外部ストリング
表現が、書き込まれるフィールドの保持に必要なものより大きい場合に、埋め込
み文字が使用されます。 この場合、外部ストリングには、そのフルサイズの長さ
まで埋め込み文字で埋められます。 スペースがデフォルトです。
NULL 可能
これは、NULL 可能なフィールドに表示されます。
v 「実フィールド長」。 フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で
埋めるバイト数を指定します。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識
別すると、充てん文字で埋めたこの長さのフィールドを書き込みます。 これは、
「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド長」。 NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単
位)。 可変長フィールドを読み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィール
ド長の長さがあると、それに NULL が含まれることを示します。 可変長フィー
ルドが書き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フィールドに NULL が含ま
れると、NULL フィールド長の長さ値を書き込みます。 このプロパティーは、
「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。 ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フ
ィールドに与えられる値を指定します。 数値、ストリング、または C 言語タイ
プのリテラル・エスケープ文字を指定できます。 例えば、バイト値は、¥ooo (o
はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、または ¥xhh (h
はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコー
ドする場合には、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時
には使用できません。 固定幅データの表示には、「埋め込み文字」(「タイプ・
デフォルト」の「全般」セクション) を使用して、指定した値がフィールドの固
定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。 読み取りについては、
NULL を含むフィールドに与えられる値を指定します。 書き込みについては、ソ
ースが NULL に設定されている場合に、フィールドに与えられる値を指定しま
す。 数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指
定できます。
ジェネレーター
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Row Generator または Column Generator ステージで列が使用される場合、これによ
り、生成される模擬データに関する追加の詳細を指定できます。 実際に表示される
フィールドは、生成される列のデータ・タイプによって決まります。 フィールドで
は、生成されるデータの機能を指定できます。例えば、整数であれば、値がランダ
ムか、循環するかを指定できます。 循環する場合には、初期値、増分、および限度
を指定できます。ランダムの場合には、乱数発生ルーチンのシード値、負数の可
否、および限度を指定できます。
ベクトル
編集する行が、可変長ベクトルの列を表す場合は、「可変」チェック・ボックスを
チェックします。 「ベクトル」プロパティーが表示されます。次の 2 つのいずれ
かの方法で、ベクトルのサイズを指定します。
v 「リンク・フィールド参照」。 可変長ベクトルのエレメント数を含む列の名前。
integer または float タイプでなければならず、またリンク・フィールド・プロパ
ティーの設定が必要です。
v 「ベクトルの接頭部」。 ベクトルのエレメント数を含む 1 バイト、2 バイト、
または 4 バイトの接頭部を指定します。
編集する行が、長さが分かっているベクトルの列を表す場合、「ベクトル
OCCURS」ボックスにエレメント数を入力します。
サブレコード
編集する行が、サブレコードの一部である列を表す場合、「レベル番号」列は、サ
ブレコード構造内の列のレベルを示します。
列のレベル番号を指定すると、直前の列がサブレコードとして識別されます。 サブ
レコードはネストできるので、より大きなレベル番号を持つ他のサブレコードを含
めることができます (例えば、レベル 05 内にレベル 06 をネストできます)。 サブ
レコード・フィールドには、タグ付きサブレコードであることを示す「タグ付き」
チェック・ボックスがあります。
拡張
特定のデータ・タイプでは、「拡張」チェック・ボックスが表示され、ここで次の
ようにデータ・タイプを変更できます。
v 「Char、VarChar、LongVarChar」。 選択すると、ベースとなるデータ・タイ
プが ustring であることを指定します。
v 「時間」。選択すると、時間フィールドにマイクロ秒が含まれることを示しま
す。
v 「タイム・スタンプ」。選択すると、タイム・スタンプ・フィールドにマイクロ
秒が含まれることを示します。
v 「TinyInt、SmallInt、Integer、BigInt タイプ」。選択すると、ベースとなるデー
タ・タイプが相当する uint のフィールドであることを示します。
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部にあるボタンを使用して、列の
追加または編集、保存、およびクローズを行います。 次のボタンがあります。
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v 「戻る」と「次へ」。 前の行または次の行のメタデータを表示します。 これら
のボタンは、前の行または次の行が有効な場合にのみ、使用できます。 現在の行
に未決の変更がある場合、先に進む前に変更を保存するかどうか尋ねられます。
v 「閉じる」。 「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを閉じます。 現在の
行に未決の変更がある場合、閉じる前に変更を保存するかどうか尋ねられます。
v 「適用」。 現在の行に対する変更を保存します。
v 「リセット」。 最後に変更を適用して以降に、行に加えられたすべての変更を破
棄します。
「OK」をクリックすると、列定義を保存して「列メタデータ編集」ダイアログ・ボ
ックスを閉じます。
また、一般的なグリッド編集制御を使用して、列定義グリッドを編集できることも
忘れないでください。

列定義のロード
列定義を入力する代わりに、既存の表定義から列定義をロード (コピー) できます。

手順
1. 「ロード...」をクリックします。 「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。
このダイアログ・ボックスには、リポジトリー・ツリーが表示され、内容をコピ
ーする表定義を参照して指定できます。
注: 「クイック検索を開く」をクリックして必要な表定義の名前を入力できま
す。 「OK」をクリックすると、ツリーで表定義が自動的に強調表示されます。
「インポート」ボタンで、データ・ソースから表定義をインポートできます。
2. 内容をコピーする表定義が見つかったら、それを選択して「OK」をクリックし
ます。「列の選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。 表定義のどの列定
義をロードするかを指定できます。
矢印キーを使用して、「使用可能な列」リストと「選択された列」リストの間で
列を相互に移動します。 一重の矢印ボタンを押すと、強調表示された列が移動
し、二重の矢印ボタンを押すと、すべての項目が移動します。 デフォルトで
は、すべての列がロード対象として選択されます。 「検索...」をクリックする
と、ダイアログ・ボックスが開き、特定の列を検索できます。 またショートカ
ット・メニューから、「検索...」と「次を検索」にアクセスできます。選択が終
わったら、「OK」をクリックします。これにより、「列の選択」ダイアログ・
ボックスが閉じ、選択した列がステージにロードされます。
CFD ファイルから列定義を派生させるメインフレーム・ステージと一部のパラ
レル・ステージでは、「列の選択」ダイアログ・ボックスに「フィラーを生成」
チェック・ボックスも含まれる場合があります。 列のロード元の表定義が固定
幅の表を表す場合に、これが発生します。 これを選択すると、一連の非選択列
が縮小されてフィラー項目に入ります。 フィラー列のサイズは適宜調整され、
データ・タイプは文字に、名前は FILLER_XX_YY に設定されます。ここで、

90

デザイナー・クライアント・ガイド

XX は開始オフセット、YY は終了オフセットです。 フィラーを使用すると、
列セットが小さくなり、スペースと処理時間が節約され、列セットを把握しやす
くなります。
CFD ファイルから取得した列定義をサーバー・ジョブ・ステージまたはパラレ
ル・ジョブ・ステージにインポートする場合、選択列のいずれかが他の選択列を
再定義すると、警告が示されます。 ロードを続けるか、あるいは、戻って列を
選び直すことができます。
3. 「OK」をクリックして表定義を保存します。

タスクの結果
表定義を編集して、不要な列定義の削除、データ・エレメントの割り当て、ブラン
チ名の変更を行えます。

列定義の命名規則
列の命名規則は、表定義が使用されるジョブのタイプによって異なります。
v サーバー・ジョブ: 列名の長さは任意です。 英字またはアンダースコアーで始ま
り、英数字、下線、ピリオド、および $ 文字を含みます。 NLS が使用可能であ
る場合は、列名の先頭およびそれ以降に拡張文字セットの文字、つまり、ASCII
値 > 127 を含む文字を使用できます。
v パラレル・ジョブ: 列名の長さは任意です。 英字またはアンダースコアーで始ま
り、英数字、下線、および $ 文字を含みます。 NLS が使用可能である場合は、
列名の先頭およびそれ以降に拡張文字セットの文字、つまり、ASCII 値 > 127 を
含む文字を使用できます。
v メインフレーム・ジョブ: 列名は、最大 30 文字の任意の長さです。 英字、#、
@、または $ 文字で始まり、英数字、アンダースコアー、#、@、および $ 文字
を含みます。 NLS が使用可能である場合は、列名の先頭およびそれ以降に拡張
文字セットの文字、つまり、ASCII 値 > 127 を含む文字を使用できます。 最後
の文字をアンダースコアーにすることはできません。
注: 特定のいくつかの文字については、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage® デザイナー クライアントでそれらを指定できたとしても、サーバー・
ジョブおよびパラレル・ジョブ内のいくつかのステージは実行時に受け入れませ
ん。

表定義の表示または変更
プロジェクト内の表定義は、表示または変更できます。

このタスクについて
表定義を表示するには、リポジトリー・ツリーでそれを選択して次のいずれかを行
います。
v ショートカット・メニューから「プロパティー...」を選択します。
v 表示域で表定義をダブルクリックします。
「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。 任意の列定義プロパティーの編
集、または不要な定義の削除が可能です。
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列定義の編集
使用するデータを指定するために、グリッドで列定義を編集します。

このタスクについて
グリッドで列定義を編集するには、変更するセルをクリックし、ショートカット・
メニューから「セルの編集...」を選択するか、 Ctrl-E を押して「列メタデータ編
集」ダイアログ・ボックスを開きます。

列定義の削除
表定義をインポートまたは定義した後で、特定列のデータの読み取りまたは書き込
みを行わないことにした場合、その該当する列定義を削除する必要があります。

このタスクについて
不要な列定義は、「列」グリッドから簡単に削除できます。 列定義を削除するに
は、削除する行で任意のセルをクリックし、Delete キーを押すか、ショートカッ
ト・メニューから「行の削除」を選択します。「OK」をクリックすると、変更が保
存され、「表定義」ダイアログ・ボックスが閉じます。
複数の列定義を一度に削除するには、 Ctrl キーを押したままで削除する行の行セレ
クター列をクリックします。 Delete キーを押すか、ショートカット・メニューから
「行の削除」を選択すると、選択した行が削除されます。

列定義の検索
検索機能を使用して、表定義内の特定の列定義を探すことができます。

このタスクについて
特定の列定義を検索するには、ショートカット・メニューから「行の検索...」を選択
します。 「検索」ダイアログ・ボックスが表示されます。ここで、指定した列で検
索するストリングを入力できます。

値の伝搬
列に設定したプロパティーの値を他の複数の列に伝搬できます。

このタスクについて
値を伝搬する列を選択し、Shift キーを押しながら伝搬先の列を選択します。 ショ
ートカット・メニューから「値の伝搬...」を選択すると、ダイアログ・ボックスが開
きます。
「プロパティー」列で、値を伝搬するプロパティーのチェック・ボックスをクリッ
クします。 「使用法」フィールドは、そのプロパティーが特定タイプのジョブのみ
(例えば、サーバー、メインフレーム、パラレル)、または特定タイプの表定義 (例え
ば、COBOL) に適用可能であるかどうかを示します。「値」フィールドは、そのプ
ロパティーについて伝搬される値を示します。
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ストアード・プロシージャー定義
必要な場合、ストアード・プロシージャーを使用してデータベースのデータにアク
セスできます。
これを行うには、サーバー・ジョブの ODBC ステージ、あるいはサーバー・ジョブ
またはパラレル・ジョブの STP ステージを使用します (STP ステージには独自の文
書があります。これは、ステージをインストールすると、参照できるようになりま
す)。
ストアード・プロシージャーは、以下を行えます。
v 関連する入力または出力のパラメーターを指定する
v (関数呼び出しのように) 値を返す
v SQL SELECT ステートメントと同じように結果セットを作成する
注: ODBC ステージは、入力引数を指定した、または指定しないストアード・プ
ロシージャーの使用と、結果セットの作成はサポートしますが、出力引数と戻り
値はサポートしていません。 この場合、ストアード・プロシージャーに戻り値を
定義することはできますが、実行時には無視されます。 ストアード・プロシージ
ャーに出力パラメーターは設定できません。
ストアード・プロシージャーの定義 (関連パラメーターおよびメタデータを含む) は
リポジトリーに保管できます。 こうしたストアード・プロシージャー定義は、ジョ
ブ・デザインで ODBC ステージまたは STP ステージを編集する際に使用できま
す。
ストアード・プロシージャー定義は、デザイナーを使用してインポート、作成、編
集が可能です。

ストアード・プロシージャー定義のインポート
ストアード・プロシージャーの定義を指定するには、ODBC 接続を使用してソー
ス・データベースまたはターゲット・データベース上のストアード・プロシージャ
ーから定義を直接インポートするのが最も簡単です。 新しいストアード・プロシー
ジャー定義が作成され、リポジトリーに保管されます。

手順
1. メインメニューから「インポート」 > 「表定義」 > 「ストアード・プロシージ
ャー定義...」を選択します。 ダイアログ・ボックスが開き、ストアード・プロシ
ージャーを含むデータ・ソースに接続できます。
2. 必要な接続詳細を入力し、「OK」をクリックします。 データ・ソースに正常に
接続されると、ダイアログ・ボックスが更新され、インポートできるストアー
ド・プロシージャーの詳細が表示されます。
3. 必要なストアード・プロシージャーを選択し、「OK」をクリックします。 スト
アード・プロシージャーが IBM InfoSphere DataStage リポジトリーにインポー
トされます。
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タスクの結果
ストアード・プロシージャーのインポートについては、InfoSphere DataStage 開発者
のヘルプに情報があります。

ストアード・プロシージャーの「表定義」ダイアログ・ボックス
ストアード・プロシージャーを作成、編集、または表示するときは、「表定義」ダ
イアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスについては、「表定義」ダイアログ・ボックスに説明が
あります。
ストアード・プロシージャー用のダイアログ・ボックスには他にもページがあり、
最大で次の 6 ページが表示されます。
v 「全般」。 ストアード・プロシージャーの全般的な情報が含まれます。 このペ
ージで「データ・ソース・タイプ」フィールドに「StoredProcedures」とある場合
にのみ、追加の「パラメーター」ページが表示されます。
v 「列」。 グリッドに、ストアード・プロシージャー結果セット内の各列の列定義
が表示されます。 新しい列定義の追加、不要な定義の削除、既存定義の編集を行
えます。 グリッドの編集について詳しくは、列定義の編集を参照してください。
v 「パラメーター」。グリッドに、各入力パラメーターのプロパティーが表示され
ます。
注: 「パラメーター」ページが表示されない場合、「全般」ページの「データ・
ソース・タイプ」フィールドに「StoredProcedures」と入力してください。
グリッドには、次の列があります。
– 「列名」。 パラメーター列の名前。
– 「キー」。列が主キーの一部であるかどうかを示します。
– 「SQL タイプ」。 SQL データ・タイプ。
– 「拡張」。 NLS が有効な場合、この列でパラレル・ジョブで使用されるデー
タ・タイプをさらに制御できます。 拡張ドロップダウン・リストから値を選
択することと、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「パラレル」タ
ブで「拡張」オプションを選択することは同じです。 選択可能な値は、ベー
スのデータ・タイプによって異なります。
– 「入出力タイプ」。 パラメーターのタイプを指定します。
IN、INOUT、OUT、または RETURN のいずれかです。 ODBC ステージは、
IN パラメーターと INOUT パラメーターのみをサポートします。 STP ステー
ジは、すべてのパラメーター・タイプをサポートします。
– 「長さ」。 データの精度。これは、CHAR データの場合は長さ、VARCHAR
データの場合は最大長です。
– 「スケール」。 データのスケール・ファクター。
– 「NULL 可能」。この列に NULL 値を設定できるかどうかを指定します。 こ
の列が NOT NULL 制約を受けるかどうかを示すために設定します。この設定
自体が NOT NULL 制約を実行するのではありません。
– 「表示」。列データの表示に必要な最大文字数。
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– 「データ・エレメント」。 列内のデータのタイプ。
– 「説明」。列の説明テキスト。
v 「フォーマット」。順次ファイルのファイル・フォーマット・パラメーターが表
示されます。 このページはストアード・プロシージャー定義に使用されません。
v 「NLS」。 表定義で使用する文字セット・マップの名前が含まれます。
v 「エラー・コード」。 「エラー・コード」ページでは、ストアード・プロシージ
ャー内に、致命的エラーを生成するエラー発生呼び出しと、警告を生成するエラ
ー発生呼び出しを指定できます。
このページには、次のフィールドがあります。
– 「致命的エラー」。 致命的エラーと見なすエラー発生値を入力します。 値
は、スペースで区切ります。
– 「警告」。 警告と見なすエラー発生値を入力します。 値は、スペースで区切
ります。

ストアード・プロシージャー定義の手動入力
ストアード・プロシージャーの定義をインポートできない場合は、この情報を手動
で入力する必要があります。 表定義を作成します。

このタスクについて
ストアード・プロシージャー定義を手動で入力するには、まず、定義を作成しま
す。その後、全般プロパティーの適切な設定を入力してから、結果セットと入力パ
ラメーターに列の定義を指定します。
注: ストアード・プロシージャー定義の場合、「フォーマット」ページは編集する
必要はありません。

手順
1. 「ファイル」 > 「新規」を選択し、「新規」ダイアログ・ボックスを開きま
す。
2. 「その他」フォルダーを開き、「表定義」アイコンを選択し、「OK」をクリッ
クします。
3. 「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。 作成する表定義のタイプに
応じて適切な詳細を各ページに入力します。 少なくとも、「全般」ページの識
別詳細と、「列」ページの列定義は指定が必要です。 詳しくは、次のセクショ
ンで示されています。

「全般」ページの詳細の入力
手順
1. StoredProcedures を「データ・ソース・タイプ」フィールドに入力します。 こ
れは、新しい定義がストアード・プロシージャーに関連することを示します。
「表定義」ダイアログ・ボックスに追加のページが表示されます。
2. データ・ソースの名前を「データ・ソース名」フィールドに入力します。 これ
は、表定義識別子の 2 番目の部分となります。
3. プロシージャーの名前を「プロシージャー名」フィールドに入力します。 これ
は、表定義識別子の最後の部分となります。
第 4 章 データの定義
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4. オプションで、データの簡略説明を「簡略説明」フィールドに入力します。
5. オプションで、データの詳細説明を「詳細説明」フィールドに入力します。

結果セットの列定義の指定
結果セットの列定義を指定するには、「表定義」ダイアログ・ボックスの「列」タ
ブをクリックします。

このタスクについて
「表定義」ダイアログ・ボックスの最前面に「列」ページが表示されます。 列定義
を入力またはロードできます。詳しくは、列定義の入力と列定義のロードを参照し
てください。
注: ストアード・プロシージャーが入力 (データベースへの書き込み) に使用される
場合、結果セットは不要です。ただし、この場合、入力パラメーターが必要です。

入力パラメーターの指定
ストアード・プロシージャーの入力パラメーターを指定するには、「表定義」ダイ
アログ・ボックスの「パラメーター」タブをクリックします。 「表定義」ダイアロ
グ・ボックスの最前面に「パラメーター」ページが表示されます。

このタスクについて
一般グリッド制御を使用すると、パラメーター・グリッドにパラメーター定義を直
接入力できます。また「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用すること
もできます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
v 列領域内で右クリックし、ショートカット・メニューから「行の編集...」を
選択します。
v Ctrl-E を押します。
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。 「データ・エ
レメント」および「表示」フィールドのみを含む「サーバー」タブが前面に
表示されます。
2. メインページで、「SQL タイプ」セルのドロップダウン・リストから適切なタ
イプを選択し、SQL データ・タイプを指定します。
3. 「長さ」セルに、適切なデータ精度の値を入力します。
4. 「スケール」セルに、適切なデータのスケール・ファクターを入力します。
5. 「NULL 可能」セルにドロップダウン・リストから適切なオプションを選択
し、パラメーターに NULL 値を設定できるかどうかを指定します。
6. 「説明」セルに、列の説明となるテキストを入力します。列の表示幅を超える
文字を入力すると、セルが展開され、ドロップダウンのテキスト入力ボックス
になります。 説明テキスト全体を表示する場合は、列の表示幅を広げることも
できます。
7. 「サーバー」タブの「表示」セルに、パラメーター・データを表示するのに必
要な最大文字数を入力します。
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8. 「サーバー」タブの「データ・エレメント」セルのドロップダウン・リストか
ら、列に入るデータ・タイプを選択します。 このリストには、IBM InfoSphere
DataStage 付属のすべての組み込みデータ・エレメントと、追加で定義したデー
タ・エレメントが含まれます。 列定義を作成するためにこのセルを編集する必
要はありません。 ジョブ開発のどの時点でも、データ・エレメントを割り当て
られます。
9. 「適用」と「閉じる」をクリックし、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボッ
クスを保存して閉じます。
10. 引き続いてグリッドの最後の行を編集して、パラメーター定義をさらに追加で
きます。 新規のパラメーターは常にグリッドの最下部に追加されますが、その
行を選択してグリッド内の別の位置にドラッグすることができます。

エラー処理の指定
ストアード・プロシージャー定義を手動で入力するときは、エラー処理設定を指定
する必要があります。

手順
1. 致命的エラーと見なすエラー発生値を入力します。 値は、スペースで区切りま
す。
2. 警告と見なすエラー発生値を入力します。 値は、スペースで区切ります。

ストアード・プロシージャー定義の表示または変更
プロジェクト内のストアード・プロシージャー定義は、表示または変更できます。

このタスクについて
ストアード・プロシージャー定義を表示するには、リポジトリー・ツリーでそれを
選択して次のいずれかを行います。
v ショートカット・メニューから「プロパティー...」を選択します。
v 表示域でストアード・プロシージャー定義をダブルクリックします。
「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。 任意の列定義またはパラメータ
ー定義を編集または削除できます。

列定義またはパラメーター定義の編集
列グリッドまたはパラメーター・グリッドを直接編集して、列定義またはパラメー
ター定義の設定を編集できます。

このタスクについて
定義を編集するには、変更するセルをクリックします。 セルの編集方法は、セルの
内容によって異なります。 セルにドロップダウン・リストが入っている場合、ドロ
ップダウン・リストから代わりのオプションを選択します。 セルにテキストが入っ
ている場合、入力を開始すると値が変更されます。また、F2 を押すか、ショートカ
ット・メニューから「セルの編集...」を選択すると、セルが編集モードになります。
あるいは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して行を編集できま
す。
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97

列定義またはパラメーター定義の削除
ストアード・プロシージャー列をインポートまたは定義した後で、特定列のデータ
の読み取りまたは書き込みを行わないことにした場合、その該当する列定義を削除
する必要があります。

このタスクについて
不要な列定義またはパラメーター定義は、「列」グリッドまたは「パラメーター」
グリッドから簡単に削除できます。 列定義またはパラメーター定義を削除するに
は、削除する行で任意のセルをクリックし、Delete キーを押すか、ショートカッ
ト・メニューから「行の削除」を選択します。 (「すべてクリア」をクリックする
と、すべての行を削除できます)。 「OK」をクリックすると、変更が保存され、
「表定義」ダイアログ・ボックスが閉じます。
複数の列定義またはパラメーター定義を一度に削除するには、 Ctrl キーを押したま
まで削除する行の行セレクター列をクリックします。 Delete キーを押すか、ショー
トカット・メニューから「行の削除」を選択すると、選択した行が削除されます。
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第 5 章 ジョブを調整可能にする
ジョブでパラメーター、パラメーター・セット、および環境変数を使用して、実行
時にジョブで必要になる情報を指定できます。

パラメーター
ジョブ・パラメーターを使用して、柔軟で再使用可能なジョブをデザインできま
す。 特定の週、場所、または製品の結果に基づいてデータを処理する場合、そのよ
うな設定をジョブ・デザインの一部に組み込むことができます。 ただし、別の週ま
たは製品に対してそのジョブを再使用する際には、デザインを編集してジョブをリ
コンパイルする必要があります。
ジョブ・デザインの一部として可変の要素を入力する代わりに、処理変数を表わす
パラメーターを作成できます。ジョブ実行時に、定義する各パラメーターの値を選
択するためのプロンプトが出されます。メインフレーム・ジョブの場合、パラメー
ター値は、メインフレームでのジョブのコンパイル時および実行時にアクセスされ
るファイルに置かれます。
パラメーターにデフォルト値を指定できます。この値は、ジョブの実行時に別の値
が指定されない限り使用されます。ほとんどのパラメーター・タイプの場合、デフ
ォルト値は「デフォルト値」セルに入力します。パスワードまたはリスト変数を指
定する場合には、「デフォルト値」セルをダブルクリックしてダイアログ・ボック
スをさらに開き、そこでデフォルト値を指定します。

パラメーター・セット
ジョブ・パラメーターは、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「パラメータ
ー」ページを使用してジョブ単位で指定できます。パラレル・ジョブ、サーバー・
ジョブ、およびシーケンス・ジョブの場合、パラメーター・セットを作成してリポ
ジトリーに保管することもできます。パラメーター・セットは、特定データベース
の接続詳細など、異なるジョブで何度も使用する可能性があるジョブ・パラメータ
ーを定義するために使用します。これにより、ジョブ・デザインでこのパラメータ
ー・セットが必要になると、パラメーター・セットからジョブ・プロパティーにそ
れらのジョブ・パラメーターを挿入できます。また、パラメーター・セットごとに
異なる値セットを定義することもできます。 これらは、IBM InfoSphere DataStage
サーバーのインストール・ディレクトリーにファイルとして保管され、これらのパ
ラメーター・セットを使用するジョブの実行時に使用されます。
パラメーター・セットに何らかの変更を行った場合、その変更は、このオブジェク
トを使用するジョブを次にコンパイルするまでそのジョブ・デザインに反映されま
す。ジョブのコンパイル時に使用したパラメーターが、ジョブ実行時に使用されま
す (ただし、コンパイル後にデザインを変更した場合、ジョブは現行バージョンの
パラメーター・セットに再度リンクすることになります)。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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環境変数
環境変数パラメーターは、オペレーティング・システムの環境変数の概念を使用し
ます。こうした変数は、環境変数の値をジョブ・パラメーターとしてジョブに渡す
ためのメカニズムを提供します。環境変数パラメーターは、ステージ・プロパティ
ーの値を変更する場合にも使用できるため、標準ジョブ・パラメーターと似ていま
す。
ジョブ・パラメーターとして定義されている環境変数は、ドル記号 ($) で始まりま
す。例えば、$APT_CONFIG_FILE 環境変数は、実行時に使用される InfoSphere
DataStage 構成ファイルを示します。
多くの環境変数パラメーターは、デフォルトで定義されます。InfoSphere DataStage
and QualityStage は、機能を有効または無効にするため、パフォーマンスをチューニ
ングするため、および実行時とデザイン時の関数を指定するために追加パラメータ
ーを定義できます。

ジョブへのパラメーターの追加
パラメーターを追加すると、ジョブのフレキシブル性と再使用可能性が増します。
パラメーターをジョブに追加したら、ハードコーディングしなくても、実行時に値
を指定できます。

手順
1. パラメーターを定義する対象のジョブを開きます。
2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」とクリックして、「ジョブ・プロパティ
ー」ウィンドウを開きます。
3. 「パラメーター」タブをクリックします。
4. 作成しようとしているパラメーターについて以下の情報を入力します。各パラメ
ーターは、ソース・ファイルまたはディレクトリーを表します。
パラメーター名
パラメーターの名前。
プロンプト
ジョブ実行時に、このパラメーターに表示するテキスト。
タイプ
作成しようとしているパラメーターのタイプ。以下の値のいずれかとするこ
とができます。
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パラメーター・タイプ

説明

「String」

テキスト・ストリングの指定に使用されま
す。

暗号化

パスワードの指定に使用されます。 デフォ
ルト値を設定するには、「デフォルト値」セ
ルをダブルクリックして、「パスワードの設
定」ウィンドウを開きます。「暗号化ストリ
ング」フィールドにパスワードを入力し、
「暗号化ストリングの確認」フィールドにそ
れをもう一度入力します。
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パラメーター・タイプ

説明

「Integer」

長整数の指定に使用されます。この値は
-2147483648 から 2147483647 とすることが
できます。

「Float」

double 整数の指定に使用されます。この値は
1.79769313486232E308 から
-4.94065645841247E-324 および
4.94065645841247E-324 から
-1.79769313486232E308 とすることができま
す。

「パス名」

パス名またはファイル名の指定に使用されま
す。

「リスト」

ストリング変数のリストの指定に使用されま
す。リストを作成するには、「デフォルト
値」セルをダブルクリックして、「リストお
よびデフォルトの設定」ウィンドウを開きま
す。

日付

yyyy-mm-dd 形式での日付の指定に使用されま
す。

時刻

hh:mm:ss 形式での時刻の指定に使用されま
す。

デフォルト値

ディレクトリー・パスなど、パラメーターの
デフォルト値。

ヘルプ・テキスト

ジョブ実行時に、「ジョブ実行オプション」
ウィンドウの「プロパティー・ヘルプ」をク
リックすると表示されるテキスト。

5. 「OK」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。

タスクの結果
これでパラメーターがジョブに追加されます。Sequential File ステージなど、ジョ
ブ・プロパティーを入力として受け入れるステージの場合、ジョブ・パラメーター
を入力として使用できます。

パラメーター・セットの作成
ジョブ・パラメーターを結合して、パラメーター・セットを作成すると、実行時に
すべてのパラメーターの値を容易に指定できるようになります。パラメーター・セ
ットを作成したら、そのセット内のパラメーターを単一の場所から管理できます。

このタスクについて
同様のパラメーターをパラメーター・セットに結合すると、ジョブ実行の作業が単
純になり、またパラメーターの管理が容易になります。

手順
1. パラメーター・セットの作成対象となるジョブを開きます。
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2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」とクリックして、「ジョブ・プロパティ
ー」ウィンドウを開きます。
3. 「パラメーター」タブをクリックします。
4. Ctrl キーを押したまま、パラメーター・セットに組み込みたいパラメーターを選
択します。
5. パラメーターを強調表示して、「パラメーター・セットの作成」をクリックしま
す。 「パラメーター・セット」ウィンドウが開きます。
a. パラメーター・セットの名前と簡略説明を入力します。
b. 「パラメーター」タブをクリックします。選択したすべてのパラメーターが
リストされます。
c. 「値」タブをクリックします。
d. 「値ファイル名」フィールドに名前を入力してから Enter キーを押します。
それぞれのパラメーターの値には、入力したパス名が自動的に取り込まれま
す。
e. デフォルト値がまだ設定されていない場合、各パラメーターの値を入力しま
す。例えば、変数がパス名タイプである場合、デフォルトのパス名を入力し
ます。
f. 「OK」をクリックして、「パラメーター・セット」ウィンドウを閉じます。
g. 「パラメーター・セットに名前を付けて保存」ウィンドウで、パラメータ
ー・セットの保存場所のフォルダーを選択し、「保存」をクリックします。
選択したパラメーターをパラメーター・セットで置き換えるかどうかのプロ
ンプトが出たら、「はい」をクリックします。
6. 「OK」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。

タスクの結果
パラメーター・セットが作成されます。パラメーター・セット内のいずれかのパラ
メーターを変更する必要がある場合は、パラメーター・セットが保存されているフ
ォルダーを展開して、パラメーター・セットをダブルクリックし、新規ウィンドウ
でそのパラメーター・セットを開きます。このウィンドウで、新規パラメーターを
追加したり、既存のパラメーターを変更したり、パラメーター・セットに含まれて
いるパラメーターの値を変更したりできます。

ジョブへの環境変数の追加
環境変数は、ジョブ・パラメーターとして定義できます。ジョブ実行時に、環境変
数のランタイム値を指定します。

このタスクについて
システム環境変数を作成するには、InfoSphere DataStage and QualityStage は
Administrator Client を使用します。

手順
1. 環境変数の定義対象となるジョブを開きます。
2. Ctrl + J を押して「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを開きます。
3. 「パラメーター」タブをクリックします。
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4. 「パラメーター」ページの右下で、「環境変数の追加」をクリックします。
「環境変数の選択」 ウィンドウが開き、使用可能な環境変数のリストが表示さ
れます。
オプション

説明

新規環境変数を作成するには、次のようにし
ます。

1. 「新規」をクリックします。「新しい環
境変数を作成」ウィンドウが開きます。
2. 名前と実行時に表示したいプロンプトを
入力して、「OK」をクリックします。
3. リストで、作成した環境変数をクリック
します。

既存の環境変数を使用するには、次のように
します。

実行時にオーバーライドしたい環境変数をク
リックします。

5. パラメーター・グリッドに環境変数がリストされ、ドル記号 ($) でジョブ・パラ
メーターと区別されます。
6. 環境変数の値を「デフォルト値」列に入力します。編集できるのはこのフィール
ドだけです。指定する環境変数のタイプに応じて、値の入力を促すウィンドウが
開く場合があります。
7. 「OK」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。

次のタスク
ジョブ実行時に、環境変数に値を指定するときには、オプションで以下の特殊値の
いずれかを指定できます。
$ENV
環境変数に現在の設定を使用します。
$PROJDEF
環境変数の現在の設定を取得して、それをジョブ環境に設定します。これによ
り、環境変数が使用されるようなジョブでは必ずこの値が使用されます。
Administrator Client で環境変数の値が変更されると、ジョブは、リコンパイル
しなくても新しい値を取得します。
$UNSET
環境変数を設定解除します。

ジョブへのパラメーター・セットの追加
既存のパラメーター・セットをジョブに追加できます。パラメーター・セットをジ
ョブに追加するときには、パラメーター・セット全体を追加します。セットから個
別のパラメーターを選択することはできません。

手順
1. パラメーター・セットの追加先のジョブを開きます。
2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」とクリックして、「ジョブ・プロパティ
ー」ウィンドウを開きます。
3. 「パラメーター」タブをクリックします。
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4. 「パラメーター・セットの追加」をクリックします。
現行プロジェクトのパラメーター・セットをすべてリストするウィンドウが開き
ます。
5. 追加したいパラメーター・セットを含むフォルダーを展開します。
6. パラメーター・セットをクリックして、「OK」をクリックします。
パラメーター・セットが「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「パラメータ
ー」ページにリストされます。
7. 「OK」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。

パラメーターおよびパラメーター・セットをプロパティーとして挿入
値をハードコーディングするのではなく、実行時にジョブにパラメーターを挿入し
て値を指定します。ジョブを実行するたびにパラメーターの値を指定すると、接続
先のデータベースや参照するファイル名など、正しいリソースが使用されるように
なります。

このタスクについて
パラメーターおよびパラメーター・セットをジョブに追加したら、それらをさまざ
まなステージのプロパティーに挿入します。ジョブ・パラメーターを置き換えるこ
とができるプロパティーには、プロパティー値フィールドの横に挿入アイコンが示
されています。
パラメーターを削除する場合、そのパラメーターに対する参照がジョブ・デザイン
から除去されるようにしてください。この参照を除去しないと、ジョブが失敗する
場合があります。

手順
1. 編集対象のステージを開きます。例えば、Sequential File ステージを開きます。
2. パラメーターを挿入する対象のプロパティーをクリックします。例えば、
Sequential File ステージの「ファイル」プロパティーをクリックします。
3. プロパティーの右側にある挿入アイコン (
ラメーターの挿入」をクリックします。

) をクリックして、「ジョブ・パ

4. 使用するパラメーターを選択してから、Enter キーを押します。
そのパラメーターが番号記号 (#) で区切られて「プロパティー」フィールドに表
示されます。例えば、#Parameter_name#。
パラメーター・セットに組み込まれているパラメーターを追加した場合、パラメ
ーターの名前の前にパラメーター・セット名が付きます。例えば、
#Parameter_set_name.Parameter_name#。
5. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じます。
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シーケンス・ジョブでのパラメーター・セットの値の指定
シーケンス・ジョブ内からパラメーター・セットを持つジョブを実行できます。パ
ラメーター・セットを定義し、シーケンス・ジョブのプロパティーでそのセットに
値を割り当てます。

このタスクについて
シーケンス・ジョブの「プロパティー」ウィンドウの「パラメーター」ページを使
用すると、シーケンス・ジョブにパラメーターおよびパラメーター・セットを追加
できます。この手順は、通常のジョブの場合と同じです。
パラメーター・セットをシーケンス・ジョブに追加したら、値をジョブ・アクティ
ビティーにマップします。

手順
1. パラメーター値を変更する対象のアクティビティーを開きます。
2. 「パラメーター」セクションで、値を変更するパラメーターを選択します。
3. 「パラメーターの挿入」をクリックします。
「外部パラメーター・ヘルパー」ウィンドウが開きます。
4. パラメーターに関連付けるパラメーター・セットを選択して、「OK」をクリッ
クします。
5. 「OK」をクリックして、「ジョブ・アクティビティー」ウィンドウを閉じま
す。

第 5 章 ジョブを調整可能にする
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第 6 章 ジョブ・デザインの一部を再使用可能にする
コンテナーを使用して、ジョブ・デザインの一部を再使用可能にできます。
コンテナーとは、ステージとリンクのグループです。 コンテナーを使用して、ダイ
アグラムの複合的な領域を 1 つの Container ステージに置き換えることによって、
ジョブ・デザインを簡素化し、モジュール化することができます。
コンテナーは、パラレル・ジョブとサーバー・ジョブで使用できます。
IBM InfoSphere DataStage には、次の 2 つのタイプのコンテナーがあります。
v ローカル・コンテナー。 ジョブ内で作成され、そのジョブのみがアクセスできま
す。 ローカル・コンテナーは、ジョブのダイアグラム・ウィンドウのタブ付きペ
ージで編集されます。 ローカル・コンテナーは、サーバー・ジョブまたはパラレ
ル・ジョブで使用できます。 主な用途は、ジョブ・デザインのタイディアップ
(整理) です。
v 共有コンテナー。 別々に作成され、ジョブと同様にリポジトリーに保管されま
す。 ジョブ・デザインに挿入できます。 共有コンテナーには次の 2 タイプがあ
ります。
– サーバー共有コンテナー。 サーバー・ジョブで使用されます (パラレル・ジョ
ブでも使用可能です)。
– パラレル共有コンテナー。 パラレル・ジョブで使用されます。
サーバー・ジョブ機能をパラレル・ステージに取り込む 1 つの方法として、
サーバー共有コンテナーをパラレル・ジョブに組み込むこともできます。
サーバー・ジョブでは、Local Container ステージまたは Shared Container ステージ
によって提供されるすべての列が、ジョブ内のそのコンテナーの後に続くステージ
によって使用される必要があります。
パラレル・ジョブでは、Server Shared Container ステージによって提供されるすべ
ての列が、ジョブ内のそのコンテナーの後に続くステージによって使用される必要
があります。
パラレル・ジョブでは、パラレル共有コンテナーまたはローカル・コンテナーによ
って提供される列のサブセットは、ジョブ内のそのコンテナーの後に続くステージ
によって使用できます。

ローカル・コンテナー
ローカル・コンテナーを使用する主な目的は、複雑なデザインを視覚的に単純化し
て、ダイアグラム・ウィンドウでわかりやすくすることです。
ジョブに多数のステージやリンクが含まれる場合、追加のコンテナーを作成して特
定の一連のステップを記述するとわかりやすくなる場合があります。 コンテナー
は、ジョブ内の他のステージやコンテナーに、入力ステージと出力ステージでリン
クされています。
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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ローカル・コンテナーは、最初から作成することも、既存のステージやリンクをコ
ンテナーに入れることもできます。 ローカル・コンテナーは、それを作成したジョ
ブからのみアクセスできます。

ローカル・コンテナーの作成
ジョブ・デザインが複雑になってきたら、ステージやリンクをグループとしてコン
テナーに入れ、デザインをモジュール化することができます。

既存のステージやリンクのグループをローカル・コンテナーに保存す
る方法
手順
1. 次のいずれかを行って、ステージとリンクを選択します。
a. クリックして、コンテナーに入れるすべてのステージが入るようにマウスを
ドラッグします。
b. ステージを選択します。 Shift を押しながら、コンテナーに追加するその他
のステージをクリックします。
選択されたすべてのステージが、システムの強調表示用の色で強調表示されま
す。
2. 「編集」 > 「コンテナーの作成」 > 「ローカル」を選択します。 ダイアグラ
ム・ウィンドウで、そのグループが Local Container ステージに置き換えられま
す。 ダイアグラム・ウィンドウに、新しい Local Container ステージの内容が入
った新しいタブが表示されます。 コンテナーの作成時にリンク名の競合が発生
した場合には、警告が示されます。 新しいコンテナーが開き、そのタブが選択
された状態になります。

空のローカル・コンテナーを挿入する方法
手順
ツール・パレットで「全般」グループの「コンテナー」アイコンをクリックしてか
らダイアグラム・ウィンドウをクリックするか、このアイコンをダイアグラム・ウ
ィンドウまでドラッグします。 ダイアグラム・ウィンドウに Container ステージが
追加されます。ステージをダブルクリックして開き、ステージやリンクをコンテナ
ーに追加します。

タスクの結果
Container ステージは、ジョブ・デザインの他のステージと同様に名前の変更、移
動、削除できます。

ローカル・コンテナーの表示または変更
ジョブ・デザインの一部であるローカル・コンテナーを表示または変更します。

このタスクについて
コンテナー内のステージまたはリンクを表示または変更するには、以下のいずれか
を行います。
v ダイアグラム・ウィンドウで Container ステージをダブルクリックします。
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v 「コンテナー」ウィンドウのタブをクリックし、それを前面に表示します。
v コンテナーを選択し、「編集」>「プロパティー...」を選びます。
v コンテナーを選択し、ショートカット・メニューで「プロパティー...」を選びま
す。
ジョブの場合と同様にして、コンテナー内のステージとリンクを編集できます。 コ
ンテナーをジョブ内の他のステージにリンクする方法について詳しくは、入力ステ
ージと出力ステージの使用を参照してください。

入力ステージと出力ステージの使用
ジョブ・デザインでローカル・コンテナーを使用する場合、コンテナーに入るリン
ク、またはコンテナーから出るリンクが表示されます。
コンテナー自体の中では、宙に浮いたリンクは設定できないため、入力ステージと
出力ステージを使用して、メイン・ジョブ内でコンテナーが接続するステージを表
します。
コンテナー入力ステージとコンテナー出力ステージを使用する方法は、既存のステ
ージとリンクを使用してローカル・コンテナーを作成するか、新規に作成するかに
よって異なります。
v 既存のステージとリンクのグループからローカル・コンテナーを作成した場合、
入力ステージと出力ステージは自動的に追加されます。入力ステージまたは出力
ステージと、コンテナー内のステージとの間のリンクは、メイン・ジョブのダイ
アグラム・ウィンドウのリンクと同じ名前になります。
v 新規のコンテナーを作成した場合、コンテナーのダイアグラム・ウィンドウで入
力ステージと出力ステージの間にステージを追加する必要があります。 ステージ
をリンクし、メインのダイアグラム・ウィンドウと一致するようにリンク名を編
集します。
ローカル・コンテナーに対する入出力リンクはいくつでも設定できますが、コンテ
ナー内のすべてのリンク名が、ジョブでのコンテナーに対する入出力リンク名と一
致する必要があります。 接続された後は、コンテナーのどちらかの側のメタデータ
を編集すると、ジョブで接続されているステージのメタデータも編集されます。

ローカル・コンテナーの取り外し
ローカル・コンテナーは、必要であれば、使用しているジョブ内の一連の個別のス
テージとリンクに変えることができます。

このタスクについて
これは、最初に一連の個別のステージとリンクからそれを作成したかどうかに関係
なく、行えます。 ローカル・コンテナーを取り外すには、以下のいずれかを行いま
す。
v 「ジョブ・ダイアグラム」ウィンドウで Container ステージを選択し、ショート
カット・メニューから「取り外し」をクリックします。
v 「ジョブ・ダイアグラム」ウィンドウで Container ステージを選択し、メインメ
ニューから「編集」 > 「コンテナーの取り外し」をクリックします。
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IBM InfoSphere DataStage によって、アクションの確認の入力を求められます (この
入力要求は、必要に応じて無効にできます)。「OK」をクリックすると、「ジョ
ブ・ダイアグラム」ウィンドウにコンテナーの構成要素パーツが表示され、それが
入るように、既存のステージやリンクが変わります。
取り外しの処理中に、コンテナーによるステージと既存のステージとの間で名前の
競合が発生した場合、新しい名前の入力が求められます。 「生成された名前を使
用」チェック・ボックスを選択すると、それ以降、InfoSphere DataStage が新しい名
前を自動的に割り振ります。 コンテナー内にある未接続のリンクは、破棄されま
す。 接続されているリンクは、接続が維持されます。
ローカル・コンテナーの取り外しは、再帰的に実行されません。 取り外しているコ
ンテナーに他のコンテナーが含まれる場合、そのコンテナーは 1 レベル上に移動し
ますが、取り外しは行われません。

共有コンテナー
共有コンテナーは、デザインの単純化に役立つほか、ローカル・コンテナーと異な
り、他のジョブから再利用できます。
共有コンテナーの使用により、プロジェクトを通して共通のジョブ・コンポーネン
トを使用できるようになります。 ステージと関連メタデータから共有コンテナーを
作成し、その共有コンテナーをパレットに追加して、この事前構成ステージを他の
ジョブから使用できるようにします。
また、サーバー・ジョブ機能を使用可能にする方法として、サーバー共有コンテナ
ーをパラレル・ジョブに挿入することもできます。例えば、これを使用して、パラ
レル・ジョブがサーバー変換処理関数の機能にアクセスできるようにすることがで
きます。 (サーバー共有コンテナーは SMP システムでのみ使用できます。MPP や
クラスター・システムでは使用できません。)
共有コンテナーは、ステージとリンクのグループで構成され、IBM InfoSphere
DataStage ジョブと同様にリポジトリーに保管されます。 共有コンテナーをジョブ
に挿入すると、 InfoSphere DataStage がそのコンテナーのインスタンスをデザイン
に入れます。 共有コンテナーのインスタンスを含むジョブをコンパイルすると、そ
のコンテナーのコードが、コンパイルされたジョブに組み込まれます。 サーバー・
ジョブ内で使用される共有コンテナーのインスタンスでは、InfoSphere DataStage デ
バッガーを使用できます。
共有コンテナーのインスタンスをジョブに追加した場合、コンテナーへの入出力リ
ンクのメタデータは、共有コンテナーを使用するジョブごとに異なるため、マッピ
ングする必要があります。 共有コンテナーの内容を変更した場合、変更を有効にす
るには、そのコンテナーを使用するジョブをリコンパイルする必要があります。 パ
ラレル共有コンテナーでは、ランタイム列伝搬の利用により、メタデータのマップ
が不要になります。 ランタイム列伝搬を有効にしている場合、ジョブが実行される
と、共有コンテナーとジョブ内で共有コンテナーが接続されるステージの間で、境
界を越えてメタデータが自動的に伝搬されます。
パラレル共有コンテナー内のステージにはパラレル機能がありますが、パラレル共
有コンテナーに関して本質的にパラレルなものはありません。 共有コンテナー・コ
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ードがどのように実行されるかは、ステージ自体によって決まります。 反対に、パ
ラレル・ジョブにサーバー共有コンテナーを入れた場合、サーバー・ステージにパ
ラレル機能はありませんが、パラレル・ジョブは複数インスタンスを実行できるた
め、コンテナー全体はパラレルで動作できます。
共有コンテナーは、最初から作成することも、既存のステージやリンクを共有コン
テナーに入れることもできます。
注: パラレル・ジョブでサーバー共有コンテナーを使用するジョブを実行中に問題
が発生した場合は、InfoSphere DataStage アドミニストレーターで環境変数ダイアロ
グ・ボックスの「パラレル」>「オペレーター指定」カテゴリーで
DSIPC_OPEN_TIMEOUT 環境変数の値を増やしてみることもできます。

共有コンテナーの作成
次の手順で、既存のステージやリンクのグループを共有コンテナーに保存できま
す。

手順
1. 次のいずれかを行って、ステージとリンクを選択します。
v クリックして、コンテナーに入れるすべてのステージが入るようにマウスをド
ラッグします。
v ステージを選択します。 Shift を押しながら、コンテナーに追加するその他の
ステージとリンクをクリックします。
選択されたすべてのステージが、システムの強調表示用の色で強調表示されま
す。
2. 「編集」 > 「コンテナーの作成」 > 「共有」を選択します。 「新規作成」ダ
イアログ・ボックスによって、コンテナー名の入力が求められます。 ダイアグ
ラム・ウィンドウで、そのグループが、指定された名前で適切なタイプの Shared
Container ステージに置き換えられます。 コンテナーの作成時にリンク名の競合
が発生した場合には、警告が示されます。 コンポーネントで使用されるパラメ
ーターは、コンテナー・パラメーターとして共有コンテナーにコピーされます。
作成されるインスタンスでは、すべてのパラメーターが、対応するジョブ・パラ
メーターに割り当てられます。

タスクの結果
空の共有コンテナーを作成してステージやリンクを追加するには、デザイナー・メ
ニューで「ファイル」 > 「新規」を選択します。 「新規」ダイアログ・ボックス
が表示されます。「共有コンテナー」フォルダーを開き、パラレル共有コンテナ
ー・アイコンまたはサーバー共有コンテナー・アイコンを必要に応じて選択し、
「OK」をクリックします。
デザイナーに、新しい「ダイアグラム」ウィンドウとツール・パレットが表示され
ます。ツール・パレットの内容は、共有コンテナーのタイプに応じて、パラレル・
ジョブ用またはサーバー・ジョブ用と同じです。 共有コンテナーを保存して名前を
指定できます。 これは、ジョブの保存とまったく同じです ( 22 ページの『ジョブ
の保存』を参照)。
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共有コンテナーの命名
共有コンテナーの命名には特定の規則が適用されます。
IBM InfoSphere DataStage 共有コンテナーに指定する名前には、次の規則が適用さ
れます。
v コンテナー名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字を使用できます。

共有コンテナー定義の表示または変更
共有コンテナーを開いて、共有コンテナー定義を表示したり変更したりすることが
できます。

このタスクについて
共有コンテナー定義を表示または変更するには、以下のいずれかを行います。
v リポジトリー・ツリーでアイコンを選択し、ショートカット・メニューから「編
集」を選択します。
v アイコンをデザイナーのリポジトリー・ツリーからダイアグラム領域にドラッグ
します。
v ジョブ・デザインでアイコンを選択し、ショートカット・メニューから「開く」
を選択します。
v メインメニューから「ファイル」 > 「開く」を選択し、「開く」ダイアログ・ボ
ックスから共有コンテナーを選択します。
ダイアグラム・ウィンドウが開き、共有コンテナーの内容が表示されます。 ジョブ
の場合と同様にして、コンテナー内のステージとリンクを編集できます。
注: 共有コンテナーは、使用されるジョブとは無関係に編集されます。 例えば、ジ
ョブを保存しても、そのジョブで使用される開いた共有コンテナーは保存されませ
ん。

共有コンテナー定義のプロパティーの編集
共有コンテナーには、ジョブと同様のプロパティーがあります。
プロパティーを編集するには、共有コンテナー・ダイアグラム・ウィンドウが開い
ていて、アクティブであることを確認してから、「編集」>「プロパティー」を選択
します。 共有コンテナーが現在開いていない場合は、リポジトリー・ウィンドウで
それを選択し、ショートカット・メニューの「プロパティー」を選択します。 「共
有コンテナー・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ここには
「全般」と「パラメーター」の 2 つのページがあります。
「全般」ページには以下のフィールドがあります。
v 「バージョン」。 共有コンテナーのバージョン番号。バージョン番号は、いくつ
かの構成要素から成ります。
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– バージョン番号 N.n.n。この番号は、インストールされている IBM InfoSphere
DataStage のバージョンと共有コンテナーとの互換性を検査します。 この番号
は、InfoSphere DataStage のインストール時に自動的に設定され、編集できま
せん。
– バグ修正番号 n.n.N。この番号は、共有コンテナーのデザインやプロパティー
に対する小規模な変更を反映します。この番号を変更するには、それを選択し
て新規の値を直接入力するか、矢印ボタンで番号を増加させます。
v 「新規リンクのランタイム列伝搬を許可」。アドミニストレーター・クライアン
トでこのプロジェクトに対して「パラレル・ジョブのランタイム列伝搬を有効に
する」を選択している場合、このチェック・ボックスがパラレル共有コンテナー
に表示されます。 チェックすると、この共有コンテナー内のすべての新しいリン
クで、ランタイム列伝搬がデフォルトで有効になります。
v 「コンテナーの簡略説明」。 共有コンテナーの簡略説明 (オプション)。
v 「コンテナーの詳細説明」。 共有コンテナーの詳細説明 (オプション)。
共有コンテナーでパラメーターを使用することにより、このコンテナーが別のジョ
ブで再使用可能になります。 ジョブによって変わる可能性があるコンテナー・プロ
パティーは、パラメーターで指定することができます。このパラメーターの実際の
値はジョブ・デザインで指定されます。 コンテナー・パラメーターは、ジョブ・パ
ラメーターと同じ場所で使用できます。
「パラメーター」ページには以下のフィールドと制御があります。
v 「パラメーター名」。 パラメーターの名前。
v 「タイプ」。 パラメーターのタイプ。
v 「ヘルプ・テキスト」。 Job Container ステージ・エディターに表示されるテキ
スト。ジョブ・デザインで設計者がパラメーターの値を追加する際に役立ちます
(ジョブでの共有コンテナーの使用を参照)。
v 「パラメーター・セットの表示」。 グリッドにパラメーター・セットを追加して
それを選択している場合に、このボタンが有効になります。 このボタンをクリッ
クすると、選択したパラメーター・セットの詳細を示すウィンドウが開きます。
v 「パラメーター・セットの追加」。 このボタンをクリックすると、コンテナーに
パラメーター・セットが追加されます。

ジョブでの共有コンテナーの使用
共有コンテナーはジョブ・デザインに挿入できます。これを行うには、そのアイコ
ンをリポジトリー・ウィンドウの「共有コンテナー」ブランチからジョブのダイア
グラム・ウィンドウにドラッグします。

このタスクについて
その共有コンテナーのインスタンスが、IBM InfoSphere DataStage によってジョ
ブ・デザインに挿入されます。 これは、サーバー・ジョブでもパラレル・ジョブで
も同じです。
ジョブ内でコンテナーに接続するステージは、ローカル・コンテナーの説明と同様
に、コンテナー内で入力ステージと出力ステージによって表されます (入力ステー
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ジと出力ステージの使用を参照)。 ただし、ローカル・コンテナーと異なり、ジョ
ブ・ステージをコンテナーに接続するリンクは、コンテナー内のリンクと名前が同
じである必要はありません。
共有コンテナーを挿入したら、次のいずれかを行って、そのインスタンス・プロパ
ティーを編集する必要があります。
v ダイアグラム・ウィンドウで Container ステージをダブルクリックします。
v Container ステージを選択し、「編集」>「プロパティー...」を選びます。
v Container ステージを選択し、ショートカット・メニューで「プロパティー...」を
選びます。
Shared Container ステージ・エディターが表示されます。
これは、一般のステージ・エディターと同様で、「ステージ」ページ、「入力」ペ
ージ、「出力」ページと、それぞれの補助タブがあります。

「ステージ」ページ
すべてのステージ・エディターに「ステージ」ページがあります。このページに
は、ステージを説明するさまざまなフィールドが含まれています。
v 「ステージ名」。 共有コンテナーのインスタンスの名前。 これは必要に応じて
編集できます。
v 「共有コンテナー名」。 インスタンスの元の共有コンテナーの名前。 これは変
更できません。
「全般」タブを使用して、コンテナー・インスタンスの説明をオプションで追加で
きます。
「プロパティー」タブでは、コンテナー・パラメーターの値を指定できます。 共有
コンテナー・プロパティーで一定のパラメーターを定義していないと、このタブは
表示されません。
v 「名前」。 要求されるパラメーターの名前。
v 「値」。 パラメーターの値を入力します。 必要なすべてのパラメーターの値を
ここで入力してください。ジョブは、これらの値について実行時に入力を求めま
せん。 (ストリング・パラメーターをブランクにすることはできます。空ストリ
ングと判断されます。)
v 「パラメーターの挿入」。 親ジョブ (またはコンテナー) からのパラメーターを
使用して、コンテナー・パラメーターの値を指定できます。「パラメーターの挿
入」をクリックすると、選択可能なパラメーターのリストが表示されます。
パラレル・ジョブ内でサーバー共有コンテナーを使用する場合、「詳細」タブが表
示されます。 これには、すべてのパラレル・ステージ・エディターの「詳細」タブ
と同じフィールドと機能があります。

「入力」ページ
共有コンテナー・インスタンスには、ジョブに挿入された時点で、さまざまなリン
クについてメタデータが既に定義されています。
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このメタデータは、ジョブがコンテナーへの接続に使用するリンクのメタデータ
と、すべてのプロパティーが正確に一致している必要があります。 「入力」ページ
では、必要に応じてメタデータをマップできます。 ただし、パラレル共有コンテナ
ーでランタイム列伝搬 (RCP) を使用する場合のみ、例外となります。 RCP がジョ
ブに対して、特に出力が共有コンテナー入力に接続されているステージに対して有
効な場合、メタデータは実行時に伝搬されるため、デザイン時にマッピングする必
要はありません。
その他の場合はすべて、マッチングを行うために、リンク上のマッチングされるメ
タデータは、同数の列をもち、それぞれのプロパティーが対応していなければなり
ません。
サーバー共有コンテナーの「入力」ページには、1 つの「入力」フィールドと、
「全般」と「列」の 2 つのタブがあります。 パラレル共有コンテナー、またはパ
ラレル・ジョブで使用されるサーバー共有コンテナーの「入力」ページには、さら
に「パーティション」タブがあります。
v 「入力」。 マッピングするコンテナーへの入力リンクを選択します。
「全般」ページには以下のフィールドがあります。
v 「コンテナー・リンクへのマッピング」。 入力ジョブ・リンクをマッピングする
共有コンテナー内のリンクを選択します。 リンクを変更すると、検証プロセスが
起動されます。メタデータが一致しない場合、警告が表示され、次に説明するよ
うに、メタデータを調整するオプションが示されます。
v 「検証」。 2 つのリンクのメタデータの検証を要求する場合にクリックします。
検証が失敗した場合、警告が表示され、メタデータを調整するオプションが示さ
れます。 調整を選択すると、ジョブ・リンクのメタデータが、コンテナー・リン
クのメタデータで置き換えられます。 ジョブ・リンクの余分な列は削除されま
す。 コンテナー列と同じ名前でプロパティーが異なるジョブ・リンク列では、プ
ロパティーが上書きされますが、出力仕様情報は保持されます。
注: コンテナーに必要なメタデータを指定するために、ジョブ内の Transformer
ステージを使用して、ジョブ・ステージと Container ステージの間でデータを手
動でマッピングすることができます。
v 「説明」。 ジョブ入力リンクの説明 (オプション)。
「列」ページでは、ジョブ・ステージ・リンクに定義されたメタデータが、標準の
グリッドに表示されます。 「ロード」ボタンの「調整」オプションを使用して、
「検証」オプションの説明と同様にして、ジョブ・ステージ・リンクのメタデータ
をコンテナー・リンクのメタデータで上書きすることができます。
パラレル・ジョブ内でサーバー共有コンテナーを使用している場合、「パーティシ
ョン」タブが表示されます。 これには、すべてのパラレル・ステージ・エディター
の「パーティション」タブと同じフィールドと機能があります。
パラレル共有コンテナーの場合と、パラレル・ジョブ内でサーバー共有コンテナー
を使用する場合、「詳細」タブが表示されます。 これには、すべてのパラレル・ス
テージ・エディターの「詳細」タブと同じフィールドと機能があります。
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「出力」ページ
「出力」ページを使用して、コンテナー・リンクと、出力側のコンテナーに接続す
るジョブ・リンクの間でメタデータをマッピングすることができます。
ここには「出力」フィールド、「全般」タブ、「列」タブ、「詳細」タブがあり、
「入力」ページの説明と同じ機能を実行できます。
パラレル共有コンテナーの列タブには、「ランタイム列伝搬」チェック・ボックス
があります。 これは、ジョブでランタイム列伝搬が有効の場合にのみ表示されま
す。 コンテナー・リンクのマップ先のリンクに対してランタイム列伝搬がオンか、
オフかを示します。 これにより、メタデータのマップが不要になります。

事前構成コンポーネント
共有コンテナーを使用して、事前構成ステージを他のジョブで使用可能にすること
ができます。

手順
1. ステージと関連の入出力リンクを選択します (メタデータを保存するには、リン
クも必要です)。
2. ショートカット・メニューから「コピー」を選択するか、「編集」>「コピー」
を選択します。
3. 「編集」>「形式を選択して貼り付け」>「新規共有コンテナーへ...」を選択しま
す。 「新規共有コンテナーへ形式を選択して貼り付け」ダイアログ・ボックス
が表示されます。
4. このコンテナーの項目をパレットに作成することを選択します (これはダイアロ
グによってデフォルトで行われます)。

タスクの結果
事前構成コンポーネントを使用するには、パレットで共有コンテナーを選択し、
Ctrl キーを押しながらキャンバスにドラッグします。これによって、コンテナーが
取り外され、ステージとリンクがキャンバスに表示されます。

コンテナーの変換
ローカル・コンテナーを共有コンテナーに、またその逆に共有コンテナーをローカ
ル・コンテナーに変換することができます。

このタスクについて
ローカル・コンテナーを共有コンテナーに変換すると、プロジェクト内のすべての
ジョブからその機能を利用できるようになります。
共有コンテナーの機能をジョブで少しだけ変更する必要がある場合など、その共有
コンテナーをローカル・コンテナーに変換することもできます。また、共有コンテ
ナーをローカル・コンテナーに変換して、それを取り外して構成要素のパーツにす
ることも可能です ( 109 ページの『ローカル・コンテナーの取り外し』を参照して
ください)。
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コンテナーを変換するには、ジョブの「ダイアグラム」ウィンドウでそのステー
ジ・アイコンを選択し、ショートカット・メニューで「変換」をクリックするか、
または、メインメニューで「編集」 > 「コンテナーの変換」をクリックするかのい
ずれかを行います。
IBM InfoSphere DataStage によって、変換の確認を求められます。
変換するコンテナー内でネストされているコンテナーは影響を受けません。
共有からローカルに変換する際、リンク名の競合が発生すると警告が表示され、そ
れを解決する機会が与えられます。
共有コンテナーに親ジョブ (またはコンテナー) のパラメーターと同じ名前のパラメ
ーターが存在し、それが親の対応するパラメーターから取得しない場合、共有コン
テナーはローカル・コンテナーに変換できません。これが発生した場合、警告が表
示されます。コンテナーを変換するには、その前にこの競合の解決が必要になりま
す。
注: 共有コンテナーのインスタンスをローカル・コンテナーに変換しても、元の共
有コンテナーに影響はありません。
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第 7 章 特別なコンポーネントの定義
ジョブ・デザインで使用する特別なコンポーネントを定義できます。

パラレル・ジョブの特別なコンポーネント
カスタム・オブジェクトを指定して、データの変換処理またはクレンジングを行う
パラレル・ジョブのデザインに役立てることができます。
以下のオブジェクト・タイプを定義できます。
v パラレル・ルーチン
v カスタム・パラレル・ステージ・タイプ
v QualityStage オブジェクト

パラレル・ルーチン
パラレル・ジョブでは、ある処理ステージの実行前または後にルーチンを実行した
り (処理ステージとは、入力を受け取り、それを処理して出力する単一ステージで
す)、Transformer ステージの式の中でルーチンを使用したりできます。
これらのルーチンは、リポジトリーに定義、保管され、特定の Transformer ステー
ジの「プロパティー」ダイアログ・ボックスの「トリガー」ページで呼び出されま
す。 これらのルーチンは、共有ライブラリーまたはオブジェクト・ファイルで提供
される必要があり、値を返しません (返された値は無視されます)。

パラレル・ルーチンの作成
ジョブ・フローにおける処理ステージの前または後に実行するため、または
Transformer ステージの式の一部とする、パラレル・ルーチンを定義できます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。 「新
規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
b. 「ルーチン」フォルダーを開き、「パラレル・ルーチン」アイコンを選択し
ます。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「パラレル・
ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
e. ポップアップ・メニューから「新規」 > 「パラレル・ルーチン」を選択しま
す。 「全般」ページが一番上の状態で「パラレル・ルーチン」ダイアログ・
ボックスが表示されます。
2. ルーチンの全般的な情報を次のように指定します。
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v 「ルーチン名」。 ルーチンの名前を入力します。 ルーチン名の長さは任意で
す。 名前は英字で始まり、英数字とピリオド文字を使用できます。
v 「タイプ」。 このルーチンがトランスフォーマー式に組み込む関数を呼び出
す場合は、「外部関数」を選択します。 処理ステージの前/後ルーチンとして
実行するルーチンを定義する場合、「外部前/後処理ルーチン」を選択しま
す。
v 「オブジェクト・タイプ」。 「ライブラリー」または「オブジェクト」を選
択します。このオプションは C 関数がジョブでどのようにリンクされるかを
指定します。 「ライブラリー」を選択した場合、関数はジョブにリンクされ
ないので、実行時に共有ライブラリーが使用可能である必要があります。
「ライブラリー」呼び出し方式の場合、ルーチンは、オブジェクト・ファイル
ではなく、共有ライブラリーに入れてください。 「オブジェクト」を選択し
た場合、関数はジョブにリンクされるので、実行時に使用可能にする必要はあ
りません。 ルーチンは、共有ライブラリーまたはオブジェクト・ファイルに
入れることができます。 「オブジェクト」オプションを使用し、その後で関
数を更新した場合、その更新を含むようにジョブのリコンパイルが必要になり
ます。「ライブラリー」オプションを選択する場合は、「ライブラリー・パ
ス」フィールドに共有ライブラリー・ファイルのパス名を入力してください。
「オブジェクト」オプションを選択する場合は、「ライブラリー・パス」フィ
ールドにオブジェクト・ファイルのパス名を入力してください。
v 「外部サブルーチン名」。このルーチンが呼び出す C 関数 (共有ライブラリ
ー内の有効なルーチンの名前でなければなりません)。
v 「戻りタイプ」。 関数が返す値のタイプを選択します。 ドロップダウン・リ
ストにネイティブ C タイプの選択肢が示されます。 このオプションは、値を
返さない外部前/後処理ルーチンの場合には選択できません。 関数実装におけ
る実際のタイプ定義は、プラットフォーム・タイプによって異なる可能性があ
るため、注意してください。 この考慮事項は特に、「long」と「unsigned
long」の C ネイティブ・タイプに当てはまります。 これらのタイプは、実際
のコードで「long long」および「unsigned long long」と定義する必要があり
ます。 同様に、戻りタイプ「char」は、すべてのプラットフォームにおいて
コードで「signed char」と定義する必要があります。
v 「ライブラリー・パス」。 「ライブラリー」オプションを指定している場
合、関数を含む共有ライブラリーまたはライブラリー・アーカイブのパス名を
入力するか、エンジン層をホストするコンピューター上で参照して指定しま
す。 このパス名は、コンパイル時に関数を見つけるために使用されます。 パ
ス名は、ライブラリーまたはライブラリー・アーカイブの正確な名前でなけれ
ばならず、接頭部 lib と適切な接尾部がついている必要があります。 例え
ば、/disk1/userlibs/libMyFuncs.so、c:¥mylibs¥libMyStaticFuncs.lib,
/disk1/userlibs/libMyLibArchive.a です。接尾部は次のとおりです。
– Solaris - .so または .a
– AIX - .so または .a
– HPUX - .sl または .a
– Windows - .lib
– Linux - .so または .a
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接尾部 .a は、ライブラリー・アーカイブを示します。 AIX システムでは、
接尾部 .a はライブラリーまたはライブラリー・アーカイブを示します。
Windows システムの場合、ライブラリー・パスは .lib ファイルを識別します
が、実行時には .dll ファイルが使用されます。 コンパイル済みの .dll ファイ
ルは、実行時に、ロード・ライブラリー検索パスの中になければなりません。
「オブジェクト」オプションを指定している場合は、オブジェクト・ファイル
のパス名を入力します。 通常、ファイルの接尾部は、UNIX または Linux シ
ステムの場合は .o、Windows システムの場合は .o または .obj になります。
このファイルは既存で、リンカーに有効なオブジェクト・ファイルでなければ
なりません。 ファイル名については、接尾部以外に制約事項はありません。
v 「簡略説明」。 ルーチンの簡略説明を入力します (オプション)。
v 「詳細説明」。 ルーチンの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 次に、「作成者」ページを選択して作成者情報を入力します。
「作成者」ページでは、ルーチンの作成者やバージョン番号に関して、次のよう
な情報を指定できます。
v 「ベンダー」。 ルーチンを作成した会社の名前を入力します。
v 「作成者」。 ルーチンを作成した担当者の名前を入力します。
v 「バージョン」。 ルーチンのバージョン番号を入力します。これは、ルーチ
ンのインポート時に使用されます。 「バージョン」フィールドには、3.1.1 な
どのように、3 つの部分から構成されるバージョン番号が含まれます。 この
番号で最初の部分は、ルーチンと IBM InfoSphere DataStage システムとの互
換性の検査に使用される内部番号で、変更できません。 この番号で 2 番目の
部分はリリース番号を表します。 この番号は、ルーチン定義またはベースと
なるコードに大きな変更が行われた場合に増えます。 ルーチンの新しいリリ
ースは、前のリリースを置き換えます。 ルーチンを使用するジョブは、すべ
て新規リリースを使用します。 この番号で最後の部分は、小さな変更や修正
が行われた場合の中間リリースを示します。
v 「著作権」。 著作権情報を入力します。
4. 最後のステップとして、「引数」ページを選択してルーチン引数を定義します。
外部関数のベースとなる関数には任意の数の引数が可能で、各引数名は関数定義
内で固有です。 外部前/後処理ルーチンのベースとなる関数には最大 8 つの引数
が可能で、各引数名は関数定義内で固有です。 どちらの場合も、こうした名前
は、C 変数名標準に準拠する必要があります。
ルーチンに要求される引数は、式エディター、または Transformer ステージの
「プロパティー」ダイアログ・ボックスの「トリガー」ページに、% 文字で区
切られて (例えば、%arg1% など) 表示されます。 ルーチンを実際に使用する際
には、このストリングに引数値を代入します。
次のフィールドに入力します。
v 「引数名」。 ルーチンに渡す引数の名前を入力します。
v 「入出力タイプ」。 すべての引数が入力引数のため「入出力タイプ」に設定
できるのは「I」のみです。
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v 「ネイティブ・タイプ」。 ドロップダウン・リストに C ネイティブ・タイプ
の選択肢が示されます。 関数実装における実際のタイプ定義は、プラットフ
ォーム・タイプによって異なる可能性があるため、注意してください。 これ
は特に、「long」と「unsigned long」の C ネイティブ・タイプに当てはまり
ます。 この考慮事項は特に、「long」と「unsigned long」の C ネイティブ・
タイプに当てはまります。これらのタイプは、実際のコードで「long long」お
よび「unsigned long long」と定義する必要があります。 同様に、戻りタイプ
「char」は、すべてのプラットフォームにおいてコードで「signed char」と定
義する必要があります。
v 「説明」。 引数の説明を入力します (オプション)。
5. ルーチン定義を終了したら、「OK」をクリックします。 「名前を付けて保存」
ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. リポジトリー・ツリーでルーチンを保管するフォルダーを選択し、「OK」をク
リックします。

パラレル・ジョブのカスタム・ステージ
多様なパラレル・ステージ・タイプが用意されていますが、これに加えて、デザイ
ナーでは、独自のステージ・タイプを定義して、それをパラレル・ジョブで使用す
ることができます。
定義可能なステージ・タイプとして、以下の 3 つがあります。
v カスタム。 経験豊かな Orchestrate ユーザーが、Orchestrate オペレーターを IBM
InfoSphere DataStage ステージとして指定できます。その後、これをパラレル・ジ
ョブで使用できるようになります。
v ビルド。 パラレル・ジョブに組み込むステージとして、独自のオペレーターをデ
ザインしてビルドできます。
v ラップ。 ステージによって実行される UNIX コマンドを指定できます。 UNIX
コマンドと入出力の引数を定義するラッパー・ファイルを定義します。
デザイナー・クライアントでは、これらのタイプの新規パラレル・ジョブ・ステー
ジを定義するためのインターフェースが提供されています。

パラレル・ステージ・タイプの命名
パラレル・ステージ・タイプの命名には特定の規則が適用されます。
パラレル・ステージ・タイプの命名規則は次のとおりです。
v ステージ・タイプ名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字、ピリオド、および下線文字を使用できます。

カスタム・ステージの定義
カスタム・ステージを定義して、 Orchestrate オペレーターをステージに組み込み、
それをジョブに組み込むことができます。
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このタスクについて
定義したステージは、そのステージの定義が行われたプロジェクト内のすべてのジ
ョブで使用できます。 デザイナーのエクスポート/インポート機能を使用すると、他
のプロジェクトでも使用可能になります。 ステージは、ジョブ・パレットに自動的
に追加されます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
「新規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
b. 「その他」フォルダーを開き、「パラレル・ステージ・タイプ」アイコンを
選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「パラレル・
ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
e. ショートカット・メニューで「新規」 > 「その他」 > 「パラレル・ステー
ジ」 > 「カスタム」をクリックします。「全般」ページが一番上の状態で
「ステージ・タイプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「全般」ページのフィールドを次のように入力します。
v 「ステージ・タイプ名」。 IBM InfoSphere DataStage が認識するステージの
名前です。既存のステージと同じ名前の使用は避けてください。
v 「パラレル・ステージ・タイプ」。 定義する新しいパラレル・ジョブ・ステ
ージのタイプが表示されます (「カスタム」、「ビルド」、または「ラッ
プ」)。この設定は変更できません。
v 「実行モード」。 実行モードを選択します。これは、ステージ・エディター
の「詳細」タブに表示されるモードです。 「パラレルのみ」または「順次の
み」を選択した場合を除き、このモードは、必要に応じてステージの個々の
インスタンスごとにオーバーライドできます。
v 「マッピング」。 ステージに「マッピング」タブを含めるかどうかを選択し
ます。 「マッピング」タブを使用して、ステージのユーザーがステージで生
成されたデータから出力列を導き出す方法を指定できます。出力マッピング
を実行しない場合は「なし」、InfoSphere DataStage が使用するデフォルト設
定をそのまま使用する場合は「デフォルト」を選択します。
v 「パーティションの保持」。 「パーティションの保持」フラグのデフォルト
設定を選択します。 これは、ステージ・エディターの「詳細」タブに表示さ
れる設定です。 この設定は、必要に応じてステージの個々のインスタンスご
とにオーバーライドできます。
v 「パーティション」。 ステージのデフォルトのパーティション方式を選択し
ます。 これは、ステージ・エディターで「入力」ページの「パーティショ
ン」タブに表示される方式です。 この方式は、必要に応じてステージの個々
のインスタンスごとにオーバーライドできます。
v 「コレクティング」。 ステージのデフォルトのコレクション方式を選択しま
す。 これは、ステージ・エディターで「入力」ページの「パーティション」
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タブに表示される方式です。 この方式は、必要に応じてステージの個々のイ
ンスタンスごとにオーバーライドできます。
v 「オペレーター」。 ステージで呼び出す Orchestrate オペレーターの名前を
入力します。
v 「簡略説明」。 ステージの簡略説明を入力します (オプション)。
v 「詳細説明」。 ステージの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 「リンク」ページに移動し、定義するステージとの間に可能な入出力リンクに
関する情報を指定します。
ここでは、カスタム・ステージに設定できる入出力リンクの最小数と最大数を
指定します。また、ターゲット・データのデータ参照機能を有効にすることが
できます (ステージに出力リンクがある場合は、ターゲット・データ参照を有
効にできません)。 ジョブ・デザインでこのステージを使用すると、「入力」
ページに「データ参照」ボタンが表示され、実際のデータ・ターゲット上のデ
ータを参照できます (そこに書き込まれているものがある場合)。
ターゲット・データ参照機能を使用するには、ターゲットからデータを読み取
る Orchestrate オペレーターを指定する必要があります。 これは通常、ステー
ジがデータの書き込みに使用したオペレーター (すなわち、「全般」ページの
「オペレーター」フィールドで定義されたオペレーター) とは異なります。
「オペレーター」フィールドと「オプション」フィールドに読み取り用のオペ
レーターと関連引数を指定します。
ターゲット・データ参照を有効にした場合、プロパティー・グリッドに「デー
タ参照」というフィールドが追加で表示されます。
4. 「作成者」ページに移動し、作成するステージの情報を指定します (オプショ
ン)。 以降の変更を追跡できるように、ステージにバージョン番号を割り当て
ることをお勧めします。
「カスタム GUI Prog ID」フィールドにカスタム GUI の ProgID を入力する
ことによって、実際のステージでカスタム GUI が使用されるように指定できま
す。
また、ステージ独自のアイコンも指定できます。 InfoSphere DataStage ユーザ
ー・インターフェースのさまざまな場所で表示するために、 16 x 16 ビットと
32 x 32 ビットのビットマップを用意する必要があります。 「16 x 16 ビット
マップ」ボタンをクリックして、小さいほうのビットマップ・ファイルを参照
して指定します。 「32 x 32 ビットマップ」ボタンをクリックして、大きいほ
うのビットマップ・ファイルを参照して指定します。 32 ビット色のビットマ
ップはサポートされていません。「ビットマップ情報のリセット」ボタンをク
リックすると、このステージにデフォルトの InfoSphere DataStage アイコンを
使用するよう設定を戻します。
5. 「プロパティー」ページに移動します。 ここでは、「ステージ」の「プロパテ
ィー」タブに表示されるプロパティーとして Orchestrate オペレーターが必要と
するオプションを指定できます。 カスタム・ステージの場合、「プロパティ
ー」タブは常に「ステージ」ページの下に表示されます。
6. フィールドを次のように入力します。
v 「プロパティー名」。 プロパティーの名前。
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v 「データ・タイプ」。 プロパティーのデータ・タイプ。 次の中から選択し
ます。
「Boolean」
「Float」
「Integer」
「String」
「パス名」
「リスト」
「入力列」
「出力列」
「入力列」または「出力列」を選択した場合、ステージがジョブに組み込ま
れたときに、定義されている入力列または出力列の選択肢がドロップダウ
ン・リストに表示されます。
「リスト」を選択した場合、グリッド・ショートカット・メニューから「拡
張プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、リストの内容を指定しま
す。
v 「プロンプト」。 ステージ・エディターの「プロパティー」タブに表示され
るプロパティーの名前。
v 「デフォルト値」。 他の値が指定されない場合にオプションが使用する値。
v 「必須」。 プロパティーが必須の場合「はい」に設定します。
v 「繰り返し」。 プロパティーを繰り返す場合は真に設定します (すなわち、
プロパティーの複数のインスタンスを許可します)。
v 「引用符の使用」。 プロパティーが Orchestrate オペレーターに渡される場
合に引用符が追加されるかどうかを指定します。
v 「変換」。 プロパティーのタイプを次のように指定します。
「-名前」。 プロパティーの名前がオプション値としてオペレーターに渡さ
れます。 これは通常、非表示プロパティーになります。すなわち、ステー
ジ・エディターには表示されません。
「-名前と値」。 プロパティーの名前がオプション名としてオペレーターに
渡され、ステージ・エディターで指定された値がその値として渡されます。
「-値」。 ステージ・エディターで指定されたプロパティーの値がオプショ
ン名としてオペレーターに渡されます。 通常、同時には使用できないオペレ
ーター・オプションのグループ化に使用されます。
「値のみ」。 ステージ・エディターで指定されたプロパティーの値がそのま
ま渡されます。
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「入力スキーマ」。 プロパティーに、「入力」ページの「列」タブの内容が
入ったスキーマ・ストリングがあることを指定します。
「出力スキーマ」。 プロパティーに、「出力」ページの「列」タブの内容が
入ったスキーマ・ストリングがあることを指定します。
「なし」。 OSH を生成しないが、別のプロパティーの条件に使用できるプ
ロパティーを作成できます (例えば、同時には使用できないプロパティーが
あるが、その少なくとも 1 つを指定する必要がある場合に使用します)。
v 「スキーマ・プロパティーにフォーマット・オプションが必要」。このチェ
ック・ボックスを選択すると、指定されるステージに「フォーマット」タブ
が表示されます。
「リンク」ページでターゲット・データ参照が有効になっている場合、次の
プロパティーも表示されます。
v 「データ参照」。 「はい」を選択すると、データ参照時にこのプロパティー
の値が使用されることを示します。 例えば、ステージがジョブ・デザインで
使用される場合の書き込み先ファイルをこのプロパティーで指定すると、デ
ータ参照がステージで使用される際にデータの読み取りにこのプロパティー
の値が使用されます。
変換タイプに「入力スキーマ」または「出力スキーマ」を選択する場合、以
下に注意してください。
v 「データ・タイプ」を「ストリング」に設定します。
v 「必須」を「はい」に設定します。
v プロパティーは非表示となるため、カスタム・ステージがジョブ・デザイン
で使用される際に「プロパティー」ページに表示されません。
ステージに入力リンクまたは出力リンクが複数ある場合は、リンクごとに
「入力スキーマ」プロパティーまたは「出力スキーマ」プロパティーがあり
ます。
ステージがジョブ・デザインで使用される際、プロパティーには、各入力リ
ンクまたは出力リンクごとに次の OSH が含まれます。
-property_name record {format_props}
( column_definition {format_props}; ...)

ここで、
v property_name は、プロパティーの名前です (通常は「schema」)。
v format_properties は、「フォーマット」ページで指定されるフォーマット情
報です (ステージにそれがある場合のみ)。
v そのリンクに対して「列」タブで定義した列ごとに 1 つ、column_definition
があります。 この場合の format_props は、「列メタデータ編集」ダイアロ
グ・ボックスで指定した列ごとのフォーマット情報を参照します。
スキーマ・プロパティーとスキーマ・ファイル・プロパティーを同時には使
用できません。 カスタム・ステージで両方がサポートされる場合、「拡張プ
ロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、スキーマ・プロパティーに
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「schemafile= 」の条件を指定します。 スキーマ・ファイル・プロパティー
がブランク、または存在しない場合に限り、スキーマ・プロパティーが有効
になります。
7. 「リスト」プロパティーを指定する場合、あるいは、ステージによるプロパテ
ィーの処理方法を制御する場合は、プロパティー・グリッド・ショートカッ
ト・メニューから「拡張プロパティー」を選択し、「拡張プロパティー」ダイ
アログ・ボックスを開きます。
使用する設定は、指定するプロパティーのタイプによって異なります。
v カテゴリーを指定すると、ステージ・エディターのこのカテゴリーの下にプ
ロパティーが表示されます。 デフォルトでは、すべてのプロパティーが「オ
プション」カテゴリーに表示されます。
v プロパティーを非表示にし、ステージ・エディターに表示しないことを指定
します。 これは本来、ベースとなるオペレーターがジョブ名を認識する必要
がある場合に対応するためのものです。これは、DS マクロを使用するデフ
ォルト値が設定された必須の「ストリング」プロパティーを使用して渡すこ
とができます。 ただし、値が変更されるのを防ぐには、このプロパティーを
非表示にする必要があります。
v 「リスト」カテゴリーを指定した場合、「リスト値」フィールドのリスト・
メンバーとして可能な値を指定します。
v プロパティーが別のプロパティーに従属である場合は、「親」フィールドで
親プロパティーを選択します。
v 「テンプレート」フィールドに式を指定すると、プロパティーの実際の値が
コンパイル時に生成されます。 式は通常、他のプロパティーと列の値に基づ
きます。
v 「条件」フィールドに式を指定すると、その条件が満たされた場合にのみ、
プロパティーが有効になります。このプロパティーは、AND 演算される条件
を縦棒「|」で区切ってリストにして指定します。 例えば、a=b|c!=d と指定
した場合、プロパティー a が b に等しく、かつプロパティー c が d に等
しくない場合にのみ、このプロパティーが有効になります (したがって、GUI
でのみ利用可能になります)。
8. カスタム・ステージで列を作成する場合は、「マッピング追加」ページに進み
ます。 ここのグリッドを使用して、ステージで作成する列を指定できます。
また、ステージがジョブ・デザインで使用されるときに指定されるプロパティ
ーから、列詳細が入力されるように指定できます。これにより、列の動的な指
定が可能になります。
グリッドには、次のフィールドがあります。
v 「列名」。 ステージで作成する列の名前。 ダイアログ・ボックスの「プロ
パティー」ページで指定したプロパティーの名前を指定して、列名を動的に
割り振ることができます。 これは、#property_name# という形式で指定しま
す。作成される列の名前として、デザイン時に指定されたこのプロパティー
の値が使用されます。
v 「パラレル・タイプ」。 列のタイプ (これは基になるデータ・タイプで、
SQL データ・タイプではありません)。 ここでも、ダイアログ・ボックスの
「プロパティー」ページで指定したプロパティーの名前を指定して、列タイ
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プを動的に割り振ることができます。 これは、#property_name# という形式
で指定します。作成される列のタイプとして、デザイン時に指定されたこの
プロパティーの値が使用されます。 (このように列タイプを動的に割り振る
場合に、繰り返し可能なプロパティーは使用できません。)
v 「NULL 可能」。 「はい」または「いいえ」を選択し、作成される列に
NULL を設定できるかどうかを示します。
v 「条件」。 列の作成条件を指定する式を入力できます。例えば、「プロパテ
ィー」ページで指定したプロパティーの設定を基にすることができます。
必要に応じて、「条件」フィールドの値を他の列に伝搬することができま
す。これを行うには、伝搬先の列を選択してから、ソースの「条件」フィー
ルドで右クリックし、ショートカット・メニューから「伝搬」を選択しま
す。 条件をすべての列に伝搬することを確認するダイアログ・ボックスが表
示されます。
9. カスタム・ステージの定義が完了したら、「OK」をクリックします。 「名前
を付けて保存」ダイアログ・ボックスが表示されます。
10. リポジトリー・ツリーでステージ・タイプを保管するフォルダーを選択し、
「OK」をクリックします。

ビルド・ステージの定義
ビルド・ステージを定義すると、パラレル・ジョブ・ステージから実行できるカス
タム・オペレーターを提供できます。

このタスクについて
定義したステージは、そのステージの定義が行われたプロジェクト内のすべてのジ
ョブで使用できます。 IBM InfoSphere DataStage エクスポート機能を使用すると、
他のプロジェクトでも使用可能になります。 ステージは、ジョブ・パレットに自動
的に追加されます。
ビルド・ステージを定義する際には、次の情報を指定します。
v ステージに入力されるデータの説明。
v レコードが入力から出力に転送されるかどうか。転送では、入力レコードを出力
バッファーにコピーします。 自動転送を指定すると、オペレーターは、レコード
ごとのコードを実行した直後に、入力レコードを出力レコードに転送します。 デ
ータが実際に書き込まれるまで、コードは出力バッファーのデータにアクセスで
きます。
v 組み込む必要があるすべての定義およびヘッダー・ファイル情報。
v ステージの最初に (すべてのレコードの処理に先立って) 実行されるコード。
v ステージの最後に (すべてのレコードが処理された後で) 実行されるコード。
v ステージがレコードを処理するたびに実行されるコード。
v 実際にステージをビルドするためのコンパイルおよびビルドの詳細
ビルド・ステージが実行するカスタム・オペレーターには、少なくとも 1 つの入力
データ・セットと 1 つの出力データ・セットが必要です。
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ビルド・ステージのコードは C++ で記述します。コーディング作業を簡単にするた
めに、多くのマクロが提供されています。また、便利な多くの関数が入ったヘッダ
ー・ファイルも数多くあります。 .
情報を指定してからステージの生成を要求すると、 InfoSphere DataStage がいくつ
かのファイルを生成し、これらをコンパイルして、ステージで実行するオペレータ
ーをビルドします。 次のようなファイルが生成されます。
v ヘッダー・ファイル (末尾は .h)
v ソース・ファイル (末尾は .c)
v オブジェクト・ファイル (末尾は .so)

ループ]
,-コード レコードの
,-]に[\

01
バッファー

ループV
,-コード すべてのレコードが
,-されたVで[\
レコード
ごとの
コード。
Nレコード
を,-する
ためにQR

61
バッファー
61ポート 61リンクへの
レコード

01ポート 01リンクからの
レコード
*+,-は、01バッファーから61バッファーに
レコードを:;コピーします。
レコードがバッファーBに
あるうちは、コードからレコードにアクセスできます。

ビルド・ステージ

以下では、ダイアグラム中のビルド・ステージを説明します。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」>「新規」を選択します。「新規」ダ
イアログ・ボックスが表示されます。
b. 「その他」フォルダーを開き、「パラレル・ステージ・タイプ」アイコンを
選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「パラレル・
ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
e. ショートカット・メニューから「新規」 > 「その他」 > 「パラレル・ステ
ージ」 > 「ビルド」を選択します。「全般」ページが一番上の状態で「ステ
ージ・タイプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「全般」ページのフィールドを次のように入力します。
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v 「ステージ・タイプ名」。 InfoSphere DataStage が認識するステージの名前で
す。既存のステージと同じ名前の使用は避けてください。
v 「クラス名」。 C++ クラスの名前。 デフォルトで、ステージ・タイプの名
前になります。
v 「パラレル・ステージ・タイプ」。 定義する新しいパラレル・ジョブ・ステ
ージのタイプが表示されます (「カスタム」、「ビルド」、または「ラッ
プ」)。この設定は変更できません。
v 「実行モード」。 デフォルトの実行モードを選択します。これは、ステー
ジ・エディターの「詳細」タブに表示されるモードです。 「パラレルのみ」
または「順次のみ」を選択した場合を除き、このモードは、必要に応じてステ
ージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできます。
v 「パーティションの保持」。 「パーティションの保持」フラグのデフォルト
設定が示されます。これは、ビルド・ステージで変更できません。 これは、
ステージ・エディターの「詳細」タブに表示される設定です。 この設定は、
必要に応じてステージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできます。
v 「パーティション」。 デフォルトのパーティション方式が示されます。これ
は、ビルド・ステージで変更できません。 これは、ステージ・エディターで
「入力」ページの「パーティション」タブに表示される方式です。 この方式
は、必要に応じてステージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできま
す。
v 「コレクティング」。 デフォルトのコレクション方式が示されます。これ
は、ビルド・ステージで変更できません。 これは、ステージ・エディターで
「入力」ページの「パーティション」タブに表示される方式です。この方式
は、必要に応じてステージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできま
す。
v 「オペレーター」。 ユーザーのコードで定義され、InfoSphere DataStage ステ
ージで実行されるオペレーターの名前。デフォルトで、ステージ・タイプの名
前になります。
v 「簡略説明」。 ステージの簡略説明を入力します (オプション)。
v 「詳細説明」。 ステージの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 「作成者」ページに移動し、作成するステージの情報を指定します (オプショ
ン)。 以降の変更を追跡できるように、ステージにリリース番号を割り当てるこ
とをお勧めします。
「カスタム GUI Prog ID」フィールドにカスタム GUI の ProgID を入力するこ
とによって、実際のステージでカスタム GUI が使用されるように指定できま
す。
また、ステージ独自のアイコンも指定できます。 InfoSphere DataStage ユーザ
ー・インターフェースのさまざまな場所で表示するために、 16 x 16 ビットと
32 x 32 ビットのビットマップを用意する必要があります。 「16 x 16 ビット
マップ」ボタンをクリックして、小さいほうのビットマップ・ファイルを参照し
て指定します。 「32 x 32 ビットマップ」ボタンをクリックして、大きいほう
のビットマップ・ファイルを参照して指定します。 32 ビット色のビットマップ
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はサポートされていません。「ビットマップ情報のリセット」ボタンをクリック
すると、このステージにデフォルトの InfoSphere DataStage アイコンを使用する
よう設定を戻します。
4. 「プロパティー」ページに移動します。 ここでは、「ステージ」の「プロパテ
ィー」タブに表示されるプロパティーとしてビルド・ステージが必要とするオプ
ションを指定できます。 カスタム・ステージの場合、「プロパティー」タブは
常に「ステージ」ページの下に表示されます。
フィールドを次のように入力します。
v 「プロパティー名」。 プロパティーの名前。 先頭に「-」、末尾にステー
ジ・エディターの「プロパティー」タブで選択した値が付いて、定義するオペ
レーターにオプションとして渡されます。
v 「データ・タイプ」。 プロパティーのデータ・タイプ。 次の中から選択しま
す。
「Boolean」
「Float」
「Integer」
「String」
「パス名」
「リスト」
「入力列」
「出力列」
「入力列」または「出力列」を選択した場合、ステージがジョブに組み込まれ
たときに、定義されている入力列または出力列の選択肢がドロップダウン・リ
ストに表示されます。
「リスト」を選択した場合、グリッド・ショートカット・メニューから「拡張
プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、リストの内容を指定します。
v 「プロンプト」。 ステージ・エディターの「プロパティー」タブに表示され
るプロパティーの名前。
v 「デフォルト値」。 他の値が指定されない場合にオプションが使用する値。
v 「必須」。 プロパティーが必須の場合「はい」に設定します。
v 「変換」。 プロパティーのタイプを次のように指定します。
「-名前」。 プロパティーの名前がオプション値としてオペレーターに渡され
ます。 これは通常、非表示プロパティーになります。すなわち、ステージ・
エディターには表示されません。
「-名前と値」。 プロパティーの名前がオプション名としてオペレーターに渡
され、ステージ・エディターで指定された値がその値として渡されます。
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「-値」。 ステージ・エディターで指定されたプロパティーの値がオプション
名としてオペレーターに渡されます。 通常、同時には使用できないオペレー
ター・オプションのグループ化に使用されます。
「値のみ」。 ステージ・エディターで指定されたプロパティーの値がそのま
ま渡されます。
5. 「リスト」プロパティーを指定する場合、あるいは、ステージによるプロパティ
ーの処理方法を制御する場合は、プロパティー・グリッド・ショートカット・メ
ニューから「拡張プロパティー」を選択し、「拡張プロパティー」ダイアログ・
ボックスを開きます。
使用する設定は、指定するプロパティーのタイプによって異なります。
v カテゴリーを指定すると、ステージ・エディターのこのカテゴリーの下にプロ
パティーが表示されます。 デフォルトでは、すべてのプロパティーが「オプ
ション」カテゴリーに表示されます。
v 「リスト」カテゴリーを指定した場合、「リスト値」フィールドのリスト・メ
ンバーとして可能な値を指定します。
v プロパティーが別のプロパティーに従属である場合は、「親」フィールドで親
プロパティーを選択します。
v 「テンプレート」フィールドに式を指定すると、プロパティーの実際の値がコ
ンパイル時に生成されます。 式は通常、他のプロパティーと列の値に基づき
ます。
v 「条件」フィールドに式を指定すると、その条件が満たされた場合にのみ、プ
ロパティーが有効になります。このプロパティーは、AND 演算される条件を
縦棒「|」で区切ってリストにして指定します。 例えば、a=b|c!=d と指定した
場合、プロパティー a が b に等しく、かつプロパティー c が d に等しくな
い場合にのみ、このプロパティーが有効になります (したがって、GUI でのみ
利用可能になります)。
拡張プロパティーの設定が終わったら、「OK」をクリックします。
6. 「ビルド」ページをクリックします。 ここのタブでは、ステージが実行する実
際の処理を定義できます。
「インターフェース」タブでは、ステージへの入力とステージからの出力の詳
細、入力から出力へのレコードの自動転送の詳細を指定できます。 リンクがス
テージに接続するポートの詳細を指定します。 ステージへの有効な入力リンク
ごとに、およびステージからの有効な出力リンクごとに、ポートが必要です。
「入力」サブタブに次の情報を指定します。
v 「ポート名」。 ポートの名前 (オプション)。 ポートのデフォルト名は
in0、in1、in2 ... です。 コードでそれを参照するには、デフォルト名または指
定した名前を使用します。
v 「別名」。 ポート名に非 ASCII 文字が含まれる場合は、この列で別名を付け
ることができます (これは、NLS が有効の場合にのみ使用できます)。
v 「自動読み取り」。 デフォルトは「真」で、ステージがポートからレコード
を自動的に読み取ります。 それ以外の場合は、コードで読み取り処理を明示
的に制御します。
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v 「表名」。 ポートのメタデータを記述する、InfoSphere DataStage リポジトリ
ー内の表定義を指定します。 表定義を参照して指定するには、「参照」ボタ
ンをクリックし、表示されたメニューで「表の選択」を選択します。 同じメ
ニューから「スキーマの参照」を選択し、この表定義に対応するスキーマを表
示することもできます。表名を指定する必要はありません。 表定義の列に非
ASCII 文字を含む名前がある場合は、メニューで「列別名」を選択します。
「列別名の構築」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ここでは、別名を
必要とする列がリストされ、列を指定できます。
v 「RCP」。 このポートへの入力にランタイム列伝搬を利用できる場合は
「真」を選択します。 デフォルトは「偽」です。 自動転送機能を使用する場
合、この設定は不要です。
「出力」サブタブに次の情報を指定します。
v 「ポート名」。 ポートの名前 (オプション)。 リンクのデフォルト名は
out0、out1、out2 ... です。 コードでそれを参照するには、デフォルト名また
は指定した名前を使用します。
v 「別名」。 ポート名に非 ASCII 文字が含まれる場合は、この列で別名を付け
ることができます。
v 「自動書き込み」。 デフォルトは「真」で、ステージがポートにレコードを
自動的に書き込みます。 それ以外の場合は、コードで書き込み処理を明示的
に制御します。 レコードが書き込まれた後は、コードからアクセスできなく
なります。
v 「表名」。 ポートのメタデータを記述する、InfoSphere DataStage リポジトリ
ー内の表定義を指定します。 表定義は、参照して指定できます。 表名を指定
する必要はありません。 参照ボタンからアクセスできるショートカット・メ
ニューで、「表名のクリア」、「表の選択」、「表の作成」、「スキーマの参
照」、および「列別名」を選択できます。 これらの使用法については、「入
力」サブタブに説明があります。
v 「RCP」。 このポートからの出力にランタイム列伝搬を利用できる場合は
「真」を選択します。 デフォルトは「偽」です。 自動転送機能を使用する場
合、この設定は不要です。
「転送」サブタブでは、レコードが入力から出力に自動的に転送されるよう
に、入力バッファーを出力バッファーに接続できます。 自動転送を無効にす
ることもできますが、その場合には、コードでデータを明示的に転送する必要
があります。 転送されたデータは、ポートに実際に書き込まれるまでは、出
力バッファーにとどまり、コードからアクセスして変更できます。
「転送」サブタブに次の情報を指定します。
v 「入力」。 バッファーに接続する入力ポートをリストから選択します。 別名
を指定した場合は、ここに表示されます。
v 「出力」。 出力ポートをリストから選択します。 レコードは、出力バッファ
ーから、選択された出力ポートに転送されます。出力ポートの別名を指定した
場合は、ここに表示されます。
v 「自動転送」。 デフォルトは「偽」で、転送を管理するコードを含める必要
があることを示します。 転送が自動的に行われるようにするには「真」に設
定します。
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v 「分離」。 デフォルトは「偽」で、この転送が同じポートへの他の転送と組
み合わせて行われることを示します。この転送を他の転送と別にするには、
「真」に設定します。
「ロジック」タブでは、ステージが実行する実際のコードを指定します。
「定義」サブタブでは、変数の指定、ヘッダー・ファイルの組み込み、あるい
は、レコード処理前のステージの初期化を行えます。
「ループ前処理」サブタブでは、ステージの最初にすべてのレコードの処理に
先立って実行されるコードを指定できます。
「各レコードへの処理」サブタブでは、処理されるレコードごとに一度実行さ
れるコードを指定できます。
「ループ後処理」サブタブでは、すべてのレコードが処理された後に実行され
るコードを指定できます。
これらのページは、直接入力しても、別のエディターから切り貼りしても構い
ません。 「ループ前処理」ページ、「各レコードへの処理」ページ、「ルー
プ後処理」ページのショートカット・メニューから、コードで使用できるマク
ロにアクセスできます。
「詳細」タブでは、ステージのコンパイルおよびビルド方法の詳細を指定でき
ます。ページに次のように入力します。
v 「コンパイル・フラグ」および「リンク・フラグ」。 C++ コンパイラーに渡
されるフラグを指定できます。
v 「詳細」。 このチェック・ボックスを選択すると、コンパイルとビルドが詳
細モードで行われます。
v 「デバッグ」。 このチェック・ボックスを選択すると、コンパイルおよびビ
ルドがデバッグ・モードで行われます。 選択しない場合には、最適化モード
で行われます。
v 「コンパイルを抑制」。 このチェック・ボックスを選択すると、コンパイル
せずにファイルを生成し、生成されたファイルを削除しません。このオプショ
ンは誤りを見つけるのに役立ちます。
v 「ベース・ファイル名」。 生成されるファイルのベース・ファイル名。 生成
されるファイルにはすべて、この名前の後に適切な接尾部が付きます。 デフ
ォルトは、「全般」ページの「オペレーター」で指定した名前です。
v 「ソース・ディレクトリー」。 生成された .C ファイルが置かれるディレク
トリー。 デフォルトは、現行プロジェクト・ディレクトリーの buildop フォ
ルダーです。 アドミニストレーター・クライアントで
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR 環境変数を使用して設定することもできま
す。
v 「ヘッダー・ディレクトリー」。 生成された .h ファイルが置かれるディレ
クトリー。 デフォルトは、現行プロジェクト・ディレクトリーの buildop フ
ォルダーです。 アドミニストレーター・クライアントで
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR 環境変数を使用して設定することもできま
す。
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v 「オブジェクト・ディレクトリー」。 生成された .so ファイルが置かれるデ
ィレクトリー。 デフォルトは、現行プロジェクト・ディレクトリーの buildop
フォルダーです。 アドミニストレーター・クライアントで
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR 環境変数を使用して設定することもできま
す。
v 「ラッパー・ディレクトリー」。 生成された .op ファイルが置かれるディレ
クトリー。 デフォルトは、現行プロジェクト・ディレクトリーの buildop フ
ォルダーです。 アドミニストレーター・クライアントで
DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR 環境変数を使用して設定することもできま
す。
7. すべてのページに詳細を入力したら、「生成」をクリックしてステージを生成し
ます。 ウィンドウが開いて、ビルドの結果が表示されます。

ラップ・ステージの定義
ラップ・ステージを定義すると、IBM InfoSphere DataStage ステージによって実行
される UNIX コマンドを指定できます。

このタスクについて
UNIX コマンドの引数と入出力を処理するラッパー・ファイルを定義します。 デザ
イナーには、ラッパーを定義するためのインターフェースが用意されています。 定
義したステージは、そのステージの定義が行われたプロジェクト内のすべてのジョ
ブで使用できます。 デザイナーのエクスポート機能を使用すると、他のプロジェク
トでも使用可能になります。 デザイナーのパレット・カスタマイズ機能を使用し
て、ステージをジョブ・パレットに追加できます。
ラップ・ステージを定義する際には、次の情報を指定します。
v ステージが実行する UNIX コマンドの詳細。
v ステージに入力されるデータの説明。
v ステージから出力されるデータの説明。
v コマンドが実行される環境の定義。
ラップする UNIX コマンドとしては、grep などの組み込みコマンド、サード・パー
ティーのユーティリティー、および独自の UNIX アプリケーションが可能です。唯
一の制限として、コマンドは「パイプ・セーフ」でなければなりません (パイプ・
セーフにするには、 1 つの UNIX コマンドがその入力を最初から最後まで順次に
読み取ります)。
ステージに対する入力および出力データのメタデータを定義する必要があります。
また、データの入力または出力の方法も定義が必要です。 UNIX コマンドは、標準
入力、または別のストリーム、ファイル、あるいはパイプを介して別のコマンドの
出力から入力を取得します。 同様に、標準出力、または別のストリーム、ファイ
ル、別のコマンドに入力されるパイプにデータを出力します。 コマンドが要求する
内容を指定します。
InfoSphere DataStage は、ラップ・ステージに入力されるデータを処理し、指定され
た形式で渡します。 指定したコマンドが標準入力または別のストリームで入力を要
求する場合、 InfoSphere DataStage は、標準入力にあるかのようにして、ジョブ・
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データ・フローから入力データを渡します。 同様に、標準出力または別のストリー
ムに出力されたデータをインターセプトして、ジョブのデータ・フローに統合しま
す。
ラップ・ステージを定義する際には、 UNIX コマンドの実行環境も指定します。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。 「新
規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
b. 「その他」フォルダーを開き、「パラレル・ステージ・タイプ」アイコンを
選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「パラレル・
ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
2. ショートカット・メニューから「新規」 > 「その他」 > 「パラレル・ステー
ジ」 > 「ラップ」を選択します。「全般」ページが一番上の状態で「ステー
ジ・タイプ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 「全般」ページのフィールドを次のように入力します。
v 「ステージ・タイプ名」。 InfoSphere DataStage が認識するステージの名前で
す。既存のステージと同じ名前、またはラップする実際の UNIX コマンドの
名前の使用は避けてください。
v 「カテゴリー」。 ステージ・タイプ・ブランチで新しいステージが保管され
るカテゴリー。 既存のカテゴリーを入力、または参照して指定するか、新し
いカテゴリーの名前を入力します。 このカテゴリーによって、パレットの中
でステージが追加されるグループも決まります。 既存グループに追加する既
存カテゴリーを選択するか、新しいカテゴリーを指定して新しいパレット・グ
ループを作成します。
v 「パラレル・ステージ・タイプ」。 定義する新しいパラレル・ジョブ・ステ
ージのタイプが表示されます (「カスタム」、「ビルド」、または「ラッ
プ」)。この設定は変更できません。
v 「ラッパー名」。 InfoSphere DataStage がコマンドを呼び出すために生成する
ラッパー・ファイルの名前。 デフォルトで、これはステージ・タイプ名と同
じ名前を使用します。
v 「実行モード」。 デフォルトの実行モードを選択します。これは、ステー
ジ・エディターの「詳細」タブに表示されるモードです。 「パラレルのみ」
または「順次のみ」を選択した場合を除き、このモードは、必要に応じてステ
ージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできます。
v 「パーティションの保持」。 「パーティションの保持」フラグのデフォルト
設定が示されます。これは、ラップ・ステージで変更できません。 これは、
ステージ・エディターの「詳細」タブに表示される設定です。 この設定は、
必要に応じてステージの「詳細」タブ の個々のインスタンスごとにオーバー
ライドできます。
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v 「パーティション」。 デフォルトのパーティション方式が示されます。これ
は、ラップ・ステージで変更できません。 これは、ステージ・エディターで
「入力」ページの「パーティション」タブに表示される方式です。 この方式
は、必要に応じてステージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできま
す。 パーティション方式の説明については、「InfoSphere DataStage パラレ
ル・ジョブ開発者ガイド」を参照してください。
v 「コレクティング」。 デフォルトのコレクション方式が示されます。これ
は、ラップ・ステージで変更できません。 これは、ステージ・エディターで
「入力」ページの「パーティション」タブに表示される方式です。この方式
は、必要に応じてステージの個々のインスタンスごとにオーバーライドできま
す。
v 「コマンド」。 ラップされる UNIX コマンドの名前と必要な引数。 ここで
は、コマンドの呼び出しごとに変わることがない引数を指定します。 ラッ
プ・ステージがジョブに組み込まれたときに指定する必要がある引数は、ステ
ージのプロパティーとして定義します。
v 「簡略説明」。 ステージの簡略説明を入力します (オプション)。
v 「詳細説明」。 ステージの詳細説明を入力します (オプション)。
4. 「作成者」ページに移動し、作成するステージの情報を指定します (オプショ
ン)。 以降の変更を追跡できるように、ステージにリリース番号を割り当てるこ
とをお勧めします。
「カスタム GUI Prog ID」フィールドにカスタム GUI の ProgID を入力するこ
とによって、実際のステージでカスタム GUI が使用されるように指定できま
す。
また、ステージ独自のアイコンも指定できます。 InfoSphere DataStage ユーザ
ー・インターフェースのさまざまな場所で表示するために、 16 x 16 ビットと
32 x 32 ビットのビットマップを用意する必要があります。 「16 x 16 ビット
マップ」ボタンをクリックして、小さいほうのビットマップ・ファイルを参照し
て指定します。 「32 x 32 ビットマップ」ボタンをクリックして、大きいほう
のビットマップ・ファイルを参照して指定します。 32 ビット色のビットマップ
はサポートされていません。「ビットマップ情報のリセット」ボタンをクリック
すると、このステージにデフォルトの InfoSphere DataStage アイコンを使用する
よう設定を戻します。
5. 「プロパティー」ページに移動します。 ここでは、ステージの「プロパティ
ー」タブに表示されるプロパティーとして UNIX コマンドが必要とする引数を
指定できます。 ラップ・ステージの場合、「プロパティー」タブは常に「ステ
ージ」ページの下に表示されます。
フィールドを次のように入力します。
v 「プロパティー名」。 ステージ・エディターの「プロパティー」タブに表示
されるプロパティーの名前。
v 「データ・タイプ」。 プロパティーのデータ・タイプ。 次の中から選択しま
す。
「Boolean」
「Float」
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「Integer」
「String」
「パス名」
「リスト」
「入力列」
「出力列」
「入力列」または「出力列」を選択すると、ステージをジョブに組み込むと
き、リストから定義済みの入力列または出力列を選択できます。
「リスト」を選択した場合、グリッド・ショートカット・メニューから「拡張
プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、リストの内容を指定します。
v 「プロンプト」。 ステージ・エディターの「プロパティー」タブに表示され
るプロパティーの名前。
v 「デフォルト値」。 他の値が指定されない場合にオプションが使用する値。
v 「必須」。 プロパティーが必須の場合「はい」に設定します。
v 「繰り返し」。 プロパティーを繰り返す場合は真に設定します (すなわちプ
ロパティーの複数のインスタンスを許可します)。
v 「変換」。 プロパティーのタイプを次のように指定します。
「-名前」。 プロパティーの名前が引数値としてコマンドに渡されます。 こ
れは通常、非表示プロパティーになります。すなわち、ステージ・エディター
には表示されません。
「-名前と値」。 プロパティーの名前が引数名としてコマンドに渡され、ステ
ージ・エディターで指定された値がその値として渡されます。
「-値」。 ステージ・エディターで指定されたプロパティーの値が引数名とし
てコマンドに渡されます。 通常、同時には使用できないオペレーター・オプ
ションのグループ化に使用されます。
「値のみ」。 ステージ・エディターで指定されたプロパティーの値がそのま
ま渡されます。
6. 「リスト」プロパティーを指定する場合、あるいは、ステージによるプロパティ
ーの処理方法を制御する場合は、プロパティー・グリッド・ショートカット・メ
ニューから「拡張プロパティー」を選択し、「拡張プロパティー」ダイアログ・
ボックスを開きます。
使用する設定は、指定するプロパティーのタイプによって異なります。
v カテゴリーを指定すると、ステージ・エディターのこのカテゴリーの下にプロ
パティーが表示されます。 デフォルトでは、すべてのプロパティーが「オプ
ション」カテゴリーに表示されます。
v 「リスト」カテゴリーを指定した場合、「リスト値」フィールドのリスト・メ
ンバーとして可能な値を指定します。
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v プロパティーが別のプロパティーに従属である場合は、「親」フィールドで親
プロパティーを選択します。
v 「テンプレート」フィールドに式を指定すると、プロパティーの実際の値がコ
ンパイル時に生成されます。 式は通常、他のプロパティーと列の値に基づき
ます。
v 「条件」フィールドに式を指定すると、その条件が満たされた場合にのみ、プ
ロパティーが有効になります。このプロパティーは、AND 演算される条件を
縦棒「|」で区切ってリストにして指定します。 例えば、a=b|c!=d と指定した
場合、プロパティー a が b に等しく、かつプロパティー c が d に等しくな
い場合にのみ、このプロパティーが有効になります (したがって、GUI でのみ
利用可能になります)。
拡張プロパティーの設定が終わったら、「OK」をクリックします。
7. 「ラップ」ページに移動します。 ステージによって実行されるコマンドと、そ
の処理方法の情報を指定できます。
「インターフェース」タブでは、ステージに対する入力と出力を記述し、ステー
ジの動作に必要なインターフェースを指定します。
ステージに対する入力について詳しくは「入力」サブタブで定義されます。
v 「リンク」。 リンク番号。割り振られるもので、読み取り専用です。 ユーザ
ーが実際にステージを使用する際に、ユーザーがリンクを追加した順にリンク
が割り当てられます。 例えば、最初のリンクはリンク 0、2 番目はリンク 1
となり、以降も順に割り当てられます。ステージ・エディターで「全般」ペー
ジの「リンク順序」タブを使用してリンクを再割り当てできます。
v 「表名」。 リンクのメタデータ。 リポジトリーから表定義をロードして定義
します。 名前を入力するか、表定義を参照して指定します。 あるいは、表定
義を指定する UNIX コマンドの引数を指定することもできます。 この場合、
ラップ・ステージをジョブ・デザインで使用する際に、使用する実際の表定義
を入力するようデザイナーによってプロンプトが出されます。
v ストリーム。ここでは、UNIX コマンドが標準入力または別のストリームで入
力を要求するか、ファイルで入力を要求するかを指定できます。参照ボタンを
クリックすると、「ラップされるストリーム」ダイアログ・ボックスが開きま
す。
ファイルの場合、読み取るファイルをコマンド・ラインの引数で渡すか、環境
変数で渡すかも指定する必要があります。
ステージに対する出力について詳しくは「出力」サブタブで定義されます。
v 「リンク」。 リンク番号。割り振られるもので、読み取り専用です。 ユーザ
ーが実際にステージを使用する際に、ユーザーがリンクを追加した順にリンク
が割り当てられます。 例えば、最初のリンクはリンク 0、2 番目はリンク 1
となり、以降も順に割り当てられます。ステージ・エディターで「全般」ペー
ジの「リンク順序」タブを使用してリンクを再割り当てできます。
v 「表名」。 リンクのメタデータ。 リポジトリーから表定義をロードして定義
します。 名前を入力するか、表定義を参照して指定します。
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v ストリーム。ここでは、UNIX コマンドが標準出力または別のストリームに出
力を書き込むか、ファイルに出力するかを指定できます。参照ボタンをクリッ
クすると、「ラップされるストリーム」ダイアログ・ボックスが開きます。
ファイルの場合、書き込むファイルをコマンド・ラインの引数で渡すか、環境
変数で渡すかも指定する必要があります。
「環境」タブは、コマンドが実行される環境の情報を示します。
「環境」タブには、以下を指定します。
v 「すべての終了コードが成功」。 デフォルトで、InfoSphere DataStage は終了
コード 0 を成功、その他すべてをエラーとして扱います。 このチェック・ボ
ックスを選択すると、「失敗コード」グリッドで指定された終了コードを除く
すべての終了コードが成功として扱われます。
v 「終了コード」。 この使用方法は、「すべての終了コードが成功」チェッ
ク・ボックスの設定によって異なります。
「すべての終了コードが成功」が選択されていない場合は、正常な完了を示す
と解釈されるコードを「成功コード」グリッドに入力します。それ以外はすべ
て、失敗を示すと解釈されます。
「すべての終了コードが成功」が選択されている場合は、失敗を示すと解釈さ
れる終了コードを「失敗コード」グリッドに入力します。 それ以外はすべ
て、成功を示すと解釈されます。
v 「環境」。 UNIX コマンドの実行に必要な環境変数および設定を指定しま
す。
8. すべてのページに詳細を入力したら、「生成」をクリックしてステージを生成し
ます。

サーバー・ジョブの特別なコンポーネント
カスタム・オブジェクトを指定して、サーバー・ジョブのデザインに役立てること
ができます。
以下のオブジェクト・タイプを定義できます。
v サーバー・ルーチン
v 変換処理
v データ・エレメント

サーバー・ルーチン
サーバー・ジョブ・デザインのさまざまな場所で使用できる、独自のカスタム・ル
ーチンを定義できます。
サーバー・ルーチンはリポジトリーに保管されます。リポジトリーでは、「ルーチ
ン」ダイアログ・ボックスを使用してその作成、表示、編集ができます。 以下のプ
ログラム・コンポーネントがルーチンとして分類されます。
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v 「変換処理関数」。 カスタム変換処理を定義する際に使用する関数です。 IBM
InfoSphere DataStage には、多くの組み込み変換処理関数がありますが、「ルーチ
ン」ダイアログ・ボックスで独自の変換処理関数を定義することもできます。
v 「前/後処理サブルーチン」。 ジョブをデザインする際に、ジョブの前後、また
はアクティブ・ステージの前後に実行するサブルーチンを指定できます。
InfoSphere DataStage には、多くの組み込みの前/後処理サブルーチンがあります
が、「ルーチン」ダイアログ・ボックスで独自の前/後処理サブルーチンを定義す
ることもできます。
v 「カスタム UniVerse 関数」。 InfoSphere DataStage の外部で定義されている特
別な BASIC 関数です。「ルーチン」ダイアログ・ボックスを使用して、
InfoSphere DataStage 内からこれらの関数を呼び出せるラッパーを InfoSphere
DataStage で作成することができます。これらの関数は、リポジトリーの「ルーチ
ン」ブランチに保管されています。ルーチンの作成時にカテゴリーを指定しま
す。 NLS が有効の場合は、カスタム UniVerse 関数を使用する際のマッピング
要件に注意してください。 関数が特定文字セットのデータを使用する場合は、ユ
ーザーがデータを Unicode との間でマッピングする必要があります。
v 「ActiveX (OLE) 関数」。 プログラミング・コンポーネントとして、ActiveX
(OLE) 関数を InfoSphere DataStage 内で使用できます。こうした関数は、インポ
ートによって InfoSphere DataStage からアクセスできるようになります。 これに
より、関数を呼び出せるラッパーが作成されます。 インポート後は、「ルーチ
ン」ダイアログ・ボックスを使用して BASIC ラッパーの表示や編集ができま
す。 デフォルトで、こうした関数はリポジトリーの「ルーチン」>「クラス名」
ブランチにありますが、関数のインポート時に独自のカテゴリーを指定すること
もできます。
v 「Web サービス・ルーチン」。 プログラミング・コンポーネントとして、Web
サービスからインポートした操作を InfoSphere DataStage 内で使用できます。こ
うしたルーチンは、 Web サービス WSDL ファイルからインポートして作成さ
れます。
サーバー・ジョブで式エディターを使用する際、これらのコンポーネントはすべて
「オペランド候補」メニューの「DS ルーチン...」コマンドの下に表示されます。

サーバー・ルーチンの作成
次の手順で、デザイナー・クライアントに新規サーバー・ルーチンを作成できま
す。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」>「新規」を選択します。「新規」ダ
イアログ・ボックスが表示されます。
b. 「ルーチン」フォルダーを開き、「サーバー・ルーチン・タイプ」アイコン
を選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「サーバー・
ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
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e. ショートカット・メニューから「新規」 > 「サーバー・ルーチン」を選択し
ます。 「全般」ページが一番上の状態で「サーバー・ルーチン」ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。
2. ルーチンの全般的な情報を次のように指定します。
v 「ルーチン名」。 関数またはサブルーチンの名前。 ルーチン名の長さは任意
です。 名前は英字で始まり、英数字とピリオド文字を使用できます。
v 「タイプ」。ルーチンのタイプ。 ルーチンのタイプには、変換処理関数、前/
後処理サブルーチン、またはカスタム UniVerse 関数の 3 つがあります。
v 「外部カタログ名」。 「タイプ」ボックスからカスタム UniVerse 関数を選
択した場合にのみ表示されます。 外部ルーチンのカタログ名を入力します。
v 「簡略説明」。 ルーチンの簡略説明 (オプション)。
v

「詳細説明」。 ルーチンの詳細説明 (オプション)。

3. 次に、「作成者」ページを選択して作成者情報を入力します。
「作成者」ページでは、ルーチンの作成者やバージョン番号に関して、次のよう
な情報を指定できます。
v 「ベンダー」。 ルーチンを作成した会社の名前を入力します。
v 「作成者」。 ルーチンを作成した担当者の名前を入力します。
v 「バージョン」。 ルーチンのバージョン番号を入力します。これは、ルーチ
ンのインポート時に使用されます。 「バージョン」フィールドには、3.1.1 な
どのように、3 つの部分から構成されるバージョン番号が含まれます。 この
番号で最初の部分は、ルーチンと IBM InfoSphere DataStage システムとの互
換性の検査に使用される内部番号で、変更できません。 この番号で 2 番目の
部分はリリース番号を表します。 この番号は、ルーチン定義またはベースと
なるコードに大きな変更が行われた場合に増えます。 ルーチンの新しいリリ
ースは、前のリリースを置き換えます。 ルーチンを使用するジョブは、すべ
て新規リリースを使用します。 この番号で最後の部分は、小さな変更や修正
が行われた場合の中間リリースを示します。
v 「著作権」。 著作権情報を入力します。
4. 次に、「引数」ページを選択して、ルーチンの引数を定義します。
デフォルトの引数名と、引数の追加/削除の可否は、編集するルーチンのタイプに
よって異なります。
v 「前/後処理サブルーチン」。 引数名は InputArg および Error Code です。
引数名と説明を編集できますが、引数の削除と追加はできません。
v 「変換処理関数」および「カスタム UniVerse 関数」。 デフォルトで、Arg1
という 1 つの引数があります。 引数名と説明を編集でき、引数の追加と削除
が可能です。 1 個以上、255 個以下の引数がなければなりません。
5. 次に、「コード」ページを選択して、ルーチンのコードを定義します。
「コード」ページでは、ルーチン・コードの表示または作成を行います。 ツー
ルバーには、コードの切り取り、コピー、貼り付け、フォーマット、「検索」
(および「置換」) を行うためのボタンがあります。 このページのメイン部分に
は、スクロール・バーが付いた複数行テキスト・ボックスがあります。 このペ
ージの使用方法について詳しくは、コードの入力を参照してください。
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注: このページは、「全般」ページでカスタム UniVerse 関数を選択している場
合、使用できません。
6. コードが完成したら、それを保存、コンパイル、テストします (コードの保存、
コードのコンパイル、およびルーチンのテストを参照)。
7. 「従属性」ページを選択し、ルーチンの従属性を定義します。
「従属性」ページでは、定義するルーチンで使用される、ローカルまたはグロー
バルにカタログされた関数またはルーチンを入力できます。これにより、別のシ
ステムでのデプロイ用にこのルーチンを使用したジョブをパッケージ化する場合
に、従属するすべてのものがパッケージに組み込まれるようにすることができま
す。 必要な情報は次のとおりです。
v 「タイプ」。 ルーチンが依存する項目のタイプ。次の中から選択します。
「ローカル」。ローカルにカタログされている BASIC 関数およびサブルーチ
ン。
「グローバル」。グローバルにカタログされている BASIC 関数およびサブル
ーチン。
「ファイル」。標準ファイル。
「ActiveX」。ActiveX (OLE) オブジェクト (UNIX ベースのシステムでは使用
できません)。
「Web サービス」。Web サービス。
v 「名前」。 関数またはルーチンの名前。 必要な名前は、従属性の「タイプ」
によって異なります。
「ローカル」。カタログ名。
「グローバル」。カタログ名。
「ファイル」。ファイル名
「ActiveX」。「名前」の項目は、ActiveX オブジェクトの場合、実際は意味
がありません。 自分にとって参考となるようなものを入力してください
(ActiveX オブジェクトは「位置」フィールドで識別します)。
v 「位置」。 従属性の位置。 参照ダイアログ・ボックスを使用すると便利で
す。 この位置には絶対パスも可能ですが、次の環境変数を使用した相対パス
を指定することをお勧めします。
%SERVERENGINE% - サーバー・エンジン・アカウント・ディレクトリー
(通常、Windows の場合は、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine、UNIX
の場合は /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine)。
%PROJECT% - 現行プロジェクト・ディレクトリー。
%SYSTEM% - システム・ディレクトリー (Windows の場合) または
/usr/lib (UNIX の場合)。
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コードの入力:
「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボックスの「コード」ページで、ルーチンの
コードを入力または編集できます。
このページの最初のフィールドには、ルーチン名と引数名が表示されます。 このプ
ロパティーを変更する場合は、「全般」ページと「引数」ページでフィールドを編
集してください。
このページのメイン部分にある複数行テキスト入力ボックスに、コードを入力して
ください。 コードを入力するには、ボックスをクリックして入力を始めます。 こ
のテキスト・ボックスでは、以下の標準の Windows 編集機能を使用できます。
v Del キーを使用した削除
v Ctrl-X を使用した切り取り
v Ctrl-C を使用したコピー
v Ctrl-V を使用した貼り付け
v End キーを使用した行末への移動
v Home キーを使用した行頭への移動
v クリックとドラッグ、またはダブルクリックによるテキストの選択
こうした編集機能の一部は、右クリックして表示されるショートカット・メニュー
に含まれています。 また、ツールバーのボタンでもコードの切り取り、コピー、貼
り付けが可能です。
コードには、IBM InfoSphere DataStage によってサポートされる BASIC 関数とス
テートメントしか含められません。
NLS が有効の場合、次の状況で英語以外の文字を使用できます。
v コメントの中
v ストリング・データ (引用符に含まれるストリング) の中
この他の場所で英語以外の文字を使用すると、コンパイル・エラーになります。
コードをフォーマットする場合は、ツールバーで「フォーマット」ボタンをクリッ
クします。
このページの戻りフィールドに、関数またはサブルーチンの戻りステートメントが
表示されます。 このフィールドは編集できません。
コードの保存:
コードの入力や編集が終わったら、ルーチンを保存する必要があります。
このタスクについて
保存されていないルーチンは、コンパイルまたはテストできません。 ルーチンを保
存するには、「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボックスで「保存」をクリック
します。 ルーチンのプロパティー (名前、説明、引数の数、作成者情報) とその対
応するコードがリポジトリーに保存されます。
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コードのコンパイル:
ルーチンは、保存の後、コンパイルが必要です。
このタスクについて
ルーチンをコンパイルするには、「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボックスで
「コンパイル...」をクリックします。 「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボック
スの下部ウィンドウに、コンパイルの状況が表示されます。 コンパイルが正常に終
了すると、ルーチンはリポジトリーで「作成済み」としてマーク付けされ、使用可
能になります。 ルーチンが変換処理関数の場合、変換処理の編集時に選択可能な関
数のリストに表示されるようになります。 ルーチンが前/後処理サブルーチンの場
合、Aggregator、Transformer、またはプラグイン・ステージの編集時やジョブ・プロ
パティーの定義時に、選択可能なサブルーチンのドロップダウン・リスト・ボック
スに表示されるようになります。
エラーをトラブルシューティングするには、コンパイル出力ウィンドウで該当のエ
ラーをダブルクリックします。 エラーが発生したコードの該当行を IBM
InfoSphere DataStage が検出し、コード・ウィンドウで強調表示します。コードを編
集し、誤ったステートメントを削除するか、構文エラーを訂正してください。
NLS が有効の場合、「コンパイル出力」ウィンドウに複数の疑問符 (?) があるかど
うかに注意してください。 これは通常、文字セット・マッピングのエラーが発生し
たことを示しています。
コードを変更したら、「保存」をクリックしてから「コンパイル...」をクリックしま
す。 必要に応じて、ルーチンのコンパイルが成功するまで、続けてエラーをトラブ
ルシューティングします。
ルーチンはコンパイルされると、InfoSphere DataStage の他の領域での使用やテスト
が可能になります。
ルーチンのテスト:
「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボックスの「テスト...」ボタンを使用すると、
コンパイル済みルーチンを使用する前にテストできます。
このタスクについて
ルーチンが正常にコンパイルされると、「テスト...」ボタンが有効になります。
注: 前/後処理サブルーチンに対して「テスト...」ボタンは使用できません。 このタ
イプのルーチンは、単独でテストできません。実行ジョブの一部として実行される
必要があります。
「テスト...」をクリックすると、「テスト・ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示
されます。
このダイアログ・ボックスには、グリッドとボタンがあります。 グリッドには、そ
れぞれの引数に対応する列と、テスト結果の列があります。
グリッドの行を追加および編集して、異なるテスト・ケースの値を指定できます。
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選択した値セットを使用してテストを実行するには、使用する行の任意の場所をク
リックして「実行」をクリックします。 すべてのテスト値を使用してテストを実行
する場合は、「すべて実行」をクリックします。 テストがそれぞれ完了すると、
「結果...」列に値が入ります。
特定のテストの詳細を表示するには、目的のテストの「結果...」セルをダブルクリッ
クします。 「テスト出力」ウィンドウが開き、詳細なテスト結果が表示されます。
「閉じる」をクリックして、このウィンドウを閉じます。
テスト値のセットを削除する場合、削除する行で任意の場所をクリックし、 Delete
キーを押すか、ショートカット・メニューから「行の削除」を選択します。
ルーチンのテストが終わったら、「閉じる」をクリックして「テスト・ルーチン」
ダイアログ・ボックスを閉じます。 入力したテスト値はすべて、ダイアログ・ボッ
クスを閉じる際に保存されます。

ルーチンの表示と編集
プロジェクト内のユーザー作成のサーバー・ルーチンは、表示して編集できます。

このタスクについて
ルーチンを表示または変更するには、以下のいずれかを行います。
v リポジトリー・ツリーでそれを選択し、ショートカット・メニューから「プロパ
ティー...」を選択します。
v リポジトリー・ツリーでそれをダブルクリックします。
「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ページのフィール
ドとオプションを編集できます。 サーバー・ルーチンを変更したら、「サーバー・
ルーチン」ダイアログ・ボックスを閉じる前に、コードの保存、コンパイル、およ
びテストが必要です。 詳しくは、コードの保存を参照してください。
自分で作成したルーチンを編集するほかに、 ActiveX 関数または Web サービス・
ルーチンをインポートした場合に、IBM InfoSphere DataStage によって作成された
ルーチンを編集することもできます。 ジョブの一部としてこうしたルーチンを実行
するために作成された BASIC ラッパー・コードを編集できます (ルーチン自体を編
集するには、InfoSphere DataStage の外部でそれを編集して再インポートする必要が
あります)。

ルーチンのコピー
デザイナーを使用して既存のルーチンをコピーできます。

手順
1. リポジトリー・ツリーでそれを選択します。
2. ショートカット・メニューから「コピーの作成」を選択します。

タスクの結果
ルーチンがコピーされ、プロジェクト・ツリー内の同じフォルダーに新しいルーチ
ンが作成されます。 デフォルトでコピーの名前は CopyOfXXX です。ここで、XXX
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は選択したルーチンの名前です。 編集ボックスが表示され、ここで、コピーをすぐ
に名前変更できます。 新しいルーチンを使用するには、その前にコンパイルが必要
です。

カスタム変換処理
サーバー・ジョブのカスタム変換処理は、「変換処理」ダイアログ・ボックスを使
用して作成、表示、または編集することができます。
変換処理では、変換処理されるデータのタイプ、変換処理先のタイプ、および変換
処理を実行する式を指定します。
IBM InfoSphere DataStage 式エディターは、InfoSphere DataStage ディレクターでカ
スタム変換処理を定義する際に、適切な式を入力できるよう支援します。 式エディ
ターにより、以下を行えます。
v 式エレメントの入力を容易にする
v 頻繁に使用される変数の名前を補完入力する
v 変数名および式全体を検証する
式を入力する際、式エディターには、コンテキストに依存したショートカット・メ
ニューのオペランドおよび演算子の選択肢が表示されます。
InfoSphere DataStage には、組み込み変換処理が多く用意されています (これは、編
集できません)。 また、独自のカスタム変換処理を定義することも可能です。これ
は、リポジトリーに保管され、他の InfoSphere DataStage サーバー・ジョブ (ある
いはサーバー共有コンテナーまたは BASIC Transformer ステージを使用するパラレ
ル・ジョブ) が使用できます。
式エディターの使用時、変換処理は、「オペランド候補」メニューの「DS 変換処理
...」コマンドの下に表示されます。
変換処理は、Transformer ステージで、最終データマートで使用するフォーマットに
データを変換するために使用されます。 各変換処理では、データのタイプの変換に
使用される BASIC 関数を指定します。 InfoSphere DataStage には多くの組み込み
変換処理が用意されていますが、これらが適合しない場合や、特定の変換処理が特
定のデータ・エレメントに作用するようにする場合には、デザイナーでカスタム変
換処理を作成することができます。 カスタム変換処理を作成することが、単にトラ
ンスフォーマー・エディターで必要な式を入力するより優れている点は、一度定義
すると、プロジェクト内の任意の場所からその変換処理を使用できることです。 ま
た、他の InfoSphere DataStage プロジェクトに簡単にエクスポートすることも可能
です。
柔軟性をさらに向上させるために、カスタム・ルーチンおよび関数を定義して、そ
れを使用してカスタム変換処理を作成することも可能です。 これを行うには、次の
3 つの方法があります。
v InfoSphere DataStage 内でコードを入力します (BASIC 関数を使用)。
v 外部でカタログされているルーチンへの参照を作成します。
v 外部の ActiveX (OLE) 関数または Web サービス・ルーチンをインポートしま
す。
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(サーバー・ルーチンを参照。)

カスタム変換処理の作成
次の手順でカスタム変換処理を作成できます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。 「新
規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
b. 「その他」フォルダーを開き、「変換処理」アイコンを選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「変換処理」
ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
e. ショートカット・メニューから「新規」 > 「その他」 > 「変換処理」を選
択します。 「全般」ページが一番上の状態で「変換処理」ダイアログ・ボッ
クスが表示されます。 このダイアログ・ボックスには、次の 2 つのページ
があります。
f. 「全般」。 デフォルトで表示されます。変換処理の全般的な情報が含まれま
す。
g. 「詳細」。 ソースとターゲットのデータ・エレメント、関数、使用する引数
を指定できます。
2. 変換処理の名前を「変換処理名」フィールドに入力します。 ここに入力する名
前は固有でなければなりません。2 つの変換処理を同じ名前にすることはできま
せん。 また、変換処理の名前を既存の BASIC 関数と同じにしないでくださ
い。同じにした場合、ジョブの実行時に、変換処理ではなく、関数が呼び出され
ます。
3. オプションで、変換処理の簡略説明を「簡略説明」フィールドに入力します。
4. オプションで、変換処理の詳細説明を「詳細説明」フィールドに入力します。
このページの入力が終わったら、データの変換方法を指定できます。
5. 「詳細」タブをクリックします。「変換処理」ダイアログ・ボックスの最前面に
「詳細」ページが表示されます。
6. オプションで、ターゲット・データ・エレメントとするデータ・エレメントを
「ターゲット・データ・エレメント」リスト・ボックスから選択します。 (ター
ゲット・データ・エレメントとソース・データ・エレメントを使用することによ
って、変換処理をより厳密にデータ・タイプ付けすることができます。 デー
タ・エレメントの説明については、データ・エレメントを参照してください。)
7. 「ソース引数」グリッドに変換処理のソース引数を指定します。 引数の名前を
入力し、オプションで、対応するデータ・エレメントをドロップダウン・リスト
から選択します。
8. 「定義」フィールドで式エディターを使用し、変換処理の動作を定義する式を入
力します。式エディターでカスタム変換処理を定義する場合、「オペランド候
補」メニューは少し異なり、変換処理の定義に便利なコマンドが示されます。
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9. 「OK」をクリックすると、変換処理を保存して「変換処理」ダイアログ・ボッ
クスを閉じます。

タスクの結果
これで、トランスフォーマー・エディター内から新しい変換処理を使用できるよう
になります。
注: NLS が有効の場合、データのマップに組み込みの Iconv 関数および Oconv 関
数を使用することは、アクションとその影響を完全に把握している場合を除いて、
避けてください。

カスタム変換処理の表示と編集
プロジェクト内のユーザー作成のカスタム変換処理は、表示して編集できます。

このタスクについて
変換処理を表示または変更するには、以下のいずれかを行います。
v リポジトリー・ツリーでそれを選択し、ショートカット・メニューから「プロパ
ティー...」を選択します。
v リポジトリー・ツリーでそれをダブルクリックします。
「変換処理」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ページのフィールドとオプシ
ョンを編集できます。

カスタム変換処理のコピー
デザイナー・クライアントを使用して、既存の変換処理をコピーできます。

手順
1. リポジトリー・ツリーでそれを選択します。
2. ショートカット・メニューから「コピーの作成」を選択します。

タスクの結果
変換処理がコピーされ、プロジェクト・ツリー内の同じフォルダーに新しい変換処
理が作成されます。 デフォルトでコピーの名前は CopyOfXXX です。ここで、XXX
は選択した変換処理の名前です。 編集ボックスが表示され、ここで、コピーをすぐ
に名前変更できます。

データ・エレメント
表定義の列にはそれぞれ、データ・エレメントを割り当てることができます。 デー
タ・エレメントは、列に含まれるデータのタイプを指定し、そのタイプにより
Transformer ステージで適用可能な変換処理が決まります。
データ・エレメントの使用はオプションです。 列へのデータ・エレメントの割り当
ては必須ではありませんが、これを行うと、サーバー・ジョブのデザインでより厳
密なデータ・タイプ付けを適用することができます。 データ・エレメントを定義
し、適用しておくと、後でデザインのデバッグ時に手間を省くのに役立ちます。
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IBM InfoSphere DataStage に用意されている任意のデータ・エレメントを使用する
ことも、あるいは、アプリケーション固有のデータ・エレメントを作成して使用す
ることも可能です。 組み込みデータ・エレメントのリストについては、 組み込み
データ・エレメントを参照してください。
アプリケーション固有のデータ・エレメントを使用すると、特定の列のデータをさ
らに詳しく記述できるようになります。 データに関して InfoSphere DataStage に多
く情報を指定するほど、各 Transformer ステージで必要な処理を定義する際に
InfoSphere DataStage が有用になります。
例えば、数字の製品コードが入った列がある場合に、組み込みデータ・エレメント
Number をそれに割り当てるとします。このデータ・エレメントには、幅広い組み込
み変換処理が関連付けられています。 しかしながら、製品コードで計算を行う可能
性は低いため、そのどれもが適しません。 この場合には、PCode などといった新規
データ・エレメントを作成することができます。
各データ・エレメントは、固有な一連の変換処理を持ち、それによって他のデー
タ・エレメントに関連付けられています。 ターゲット表の列に関連付けられたデー
タ・エレメントが、ソース・データのデータ・エレメントと同じでない場合、要求
されたようにデータを変換するのに必要な変換処理があることを確認してくださ
い。 ソース列は、各ターゲット列と同じデータ・エレメントを持っているか、また
は必要なデータ・エレメントに変換可能であることが必要です。
例えば、ターゲット表ではデータ・エレメント PCode を使用した製品コードが必要
なところ、ソース表には古い番号付けの方式を使用した製品データが入っていると
します。 この場合、旧フォーマットの製品コードに、Old_PCode などといった別の
データ・エレメントを作成し、その 2 つのデータ・エレメントをリンクするカスタ
ム変換処理を作成します。つまり、ソース・データ・エレメントが Old_PCode で、
ターゲット・データ・エレメントが PCode となります。 Convert_PCode などとい
ったこの変換処理は、旧製品コードを新規の製品コードに変換します。
表定義を手動で作成する場合や、ジョブでリンクについて列定義を定義する場合
に、データ・エレメントを使用して、列に SQL プロパティーを「転写」すること
もできます。

データ・エレメントの作成
次の手順でデータ・エレメントを作成できます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。 「新
規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
b. 「その他」フォルダーを開き、「データ・エレメント」アイコンを選択しま
す。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「パラレル・
ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
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e. ショートカット・メニューから「新規」 > 「その他」 > 「データ・エレメ
ント」を選択します。 「全般」ページが一番上の状態で「データ・エレメン
ト」ダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスには、次の 4 つのページがあります。
f. 「全般」。 デフォルトで表示されます。データ・エレメントの全般的な情報
が含まれます。
g. 「SQL プロパティー」。 関連付けられた SQL データ・タイプのプロパテ
ィーを記述するフィールドが含まれます。 SQL データ・ソースで使用する
新しい列定義をこのデータ・エレメントを使用して手動で作成する場合に、
このページを使用します。 SQL データ・ソースから列定義をインポートし
た場合、SQL プロパティーは既に定義されています。
h. 「作成元」。 結果としてこのデータ・エレメントになる変換処理をリストし
ます。 このページでフィールドは編集できません。データ・エレメントを使
用する変換処理を定義したときに値が入ります。
i. 「変換先」。 このデータ・エレメントから別のデータ・エレメントへの変換
に使用できる変換処理をリストします。このページでフィールドは編集できま
せん。データ・エレメントを使用する変換処理を定義したときに値が入りま
す。
2. データ・エレメントの名前を「データ・エレメント名」フィールドに入力しま
す。 この名前を使用して、「カテゴリー」ブランチの下にアイコンが作成され
ます。 ここに入力する名前は固有でなければなりません。2 つのデータ・エレ
メントを同じ名前にすることはできません。
3. 「基本タイプ」ドロップダウン・リスト・ボックスから最も適切な基本データ・
タイプを選択します。 基本タイプは、IBM InfoSphere DataStage が処理のため
に内部的に使用する基本的なデータ・タイプです。
基本タイプには次の 5 つがあります。
v Date。 この列は、InfoSphere DataStage 内部形式で表される日付を含みます。
日付を文字ストリングに変換する組み込み変換処理が多く用意されています。
v Number。 この列は、数値を含みます。
v String。 この列は、文字ストリングとしてデータを含みます。 InfoSphere
DataStage は、必要な場合、ストリングを数値として解釈します。
v Time。 この列は、時間としてデータを含みます。
v Default。 データには、SQL データ・タイプが既に割り当てられ、最も適切な
基本タイプが使用されます。
4. オプションで、データの簡略説明を「簡略説明」フィールドに入力します。
5. オプションで、データの詳細説明を「詳細説明」フィールドに入力します。 デ
ータ・エレメントのプロパティーを表示した場合にのみ、この説明が表示されま
す。
6. 「OK」をクリックすると、データ・エレメントが保存され、「データ・エレメ
ント」ダイアログ・ボックスが閉じます。
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タスクの結果
この新しいデータ・エレメントを割り当てるには、表定義を編集する必要がありま
す。
データ・エレメントの命名:
データ・エレメントの命名には特定の規則が適用されます。
データ・エレメントの命名規則は次のとおりです。
v データ・エレメント名の長さは任意です。
v 英字で始まります。
v 英数字、ピリオド、および下線文字を使用できます。
データ・エレメント・カテゴリー名は、任意の長さで、スペースを含む任意の文字
から成ります。

表定義でのデータ・エレメントの割り当て
新しいデータ・エレメントを作成した場合、または IBM InfoSphere DataStage 付属
のデータ・エレメントを使用する場合、その割り当てが必要です。

このタスクについて
データ・エレメントを割り当てるには、 InfoSphere DataStage ジョブで使用される
列定義を編集します。または、ジョブのデザイン時に、個々のステージでデータ・
エレメントを割り当てることもできます。ジョブの開発前にデータ・エレメントを
設定する場合は、表定義で列定義を編集できます。

手順
1. 必要な表定義をリポジトリー・ツリーで選択し、次のいずれかを行います。
v ショートカット・メニューから「プロパティー...」を選択します。
v ツリーで表定義をダブルクリックします。
「表定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「列」タブをクリックします。 「表定義」ダイアログ・ボックスの最前面に
「列」ページが表示されます。
3. 列定義で編集するデータ・エレメント・セルをクリックします。
4. 使用するデータ・エレメントをドロップダウン・リストから選択します。 この
リストには、 InfoSphere DataStage 付属のすべての組み込みデータ・エレメント
と、作成したデータ・エレメントが含まれます。 InfoSphere DataStage 付属の組
み込みデータ・エレメントの説明については、 組み込みデータ・エレメントを
参照してください。
5. 「OK」をクリックすると、列定義が保存され、「表定義」ダイアログ・ボック
スが閉じます。

データ・エレメントの表示または編集
プロジェクト内のデータ・エレメントのプロパティーは、表示できます。
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このタスクについて
データ・エレメントのプロパティーを表示するには、リポジトリー・ツリーでそれ
を選択して次のいずれかを行います。
v ショートカット・メニューから「プロパティー...」を選択します。
v それをダブルクリックします。
「データ・エレメント」ダイアログ・ボックスが表示されます。 「OK」をクリッ
クして、ダイアログ・ボックスを閉じます。
作成したデータ・エレメントのプロパティーを表示している場合、「全般」ページ
または「SQL プロパティー」ページで任意のフィールドを編集できます。 「OK」
をクリックすると、変更が保存されます。
組み込みデータ・エレメントのプロパティーを表示している場合は、「全般」ペー
ジまたは「SQL プロパティー」ページの設定を編集することはできません。

データ・エレメントのコピー
デザイナー・クライアントを使用して、既存のデータ・エレメントをコピーできま
す。

手順
1. リポジトリー・ツリーでそれを選択します。
2. ショートカット・メニューから「コピーの作成」を選択します。

タスクの結果
データ・エレメントがコピーされ、プロジェクト・ツリー内の同じフォルダーに新
しいデータ・エレメントが作成されます。 デフォルトでコピーの名前は
CopyOfXXX です。ここで、XXX は選択したデータ・エレメントの名前です。 編集
ボックスが表示され、ここで、コピーをすぐに名前変更できます。

組み込みデータ・エレメント
IBM InfoSphere DataStage には、多くの組み込みデータ・エレメントがあります。
InfoSphere DataStage が内部で使用する各基本タイプを表すデータ・エレメントとし
て、以下の 6 つがあります。
v Date。 この列は、InfoSphere DataStage 内部形式で表される日付を含みます。 日
付を文字ストリングに変換する組み込み変換処理が多く用意されています。
v Number。 この列は、数値を含みます。
v String。 この列は、文字ストリングとしてデータを含みます。 InfoSphere
DataStage は、必要な場合、ストリングを数値として解釈します。
v Time。 この列は、時間としてデータを含みます。
v Default。 データには、SQL データ・タイプが既に割り当てられ、最も適切な基
本タイプが使用されます。
v Timestamp。 この列には、次のような日付と時刻の組み合わせを表すストリング
が含まれます。
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YYYY-MM-DD HH:MM:SS
さらに、別の方法で日付を表すためのデータ・エレメントがいくつかあります。
v DATE.TAG。 データは日付を示し、次のフォーマットで保管されます。
1993-02-14 (1993 年 2 月 14 日)
v WEEK.TAG。 データは週を示し、次のフォーマットで保管されます。
1993W06 (1993 年の第 6 週)
v MONTH.TAG。 データは月を示し、次のフォーマットで保管されます。
1993-02 (1993 年 2 月)
v QUARTER.TAG。 データは四半期を示し、次のフォーマットで保管されます。
1993Q1 (1993 年第 1 四半期)
v YEAR.TAG。 データは年を示し、次のフォーマットで保管されます。
1993
こうした各データ・エレメントの基本タイプは String です。 日付形式は、ISO
8601 の各種日付形式に適合しています。
これらのデータ・エレメントは、プロパティーを表示できます。 編集はできませ
ん。

メインフレーム・ジョブの特別なコンポーネント
カスタム・オブジェクトを指定して、データの変換処理またはクレンジングを行う
パラレル・ジョブのデザインに役立てることができます。
以下のオブジェクト・タイプを定義できます。
v メインフレーム・ルーチン
v マシン・プロファイル
v IMS データベース定義
v IMS ビューセット

メインフレーム・ルーチン
データを変換するためのパラレル・ジョブを設計する際に役立つメインフレーム・
ルーチンを定義できます。
メインフレーム・ルーチンには次の 3 タイプがあります。
v 外部ルーチン。 COBOL ライブラリー関数を呼び出します。
v 外部ソース・ルーチン。 ジョブがメインフレームでの実行時に外部データ・ソー
スにアクセスできるようにするユーザー提供プログラムを呼び出します。
v 外部ターゲット・ルーチン。 ジョブがメインフレームでの実行時に外部データ・
ソースに書き込めるようにするユーザー提供プログラムを呼び出します。
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メインフレーム・ジョブの External Routine ステージでは、InfoSphere DataStage の
外部のライブラリーに存在する COBOL サブルーチンをジョブで呼び出すことがで
きます。 まず、ルーチン、ライブラリーの詳細、およびその入出力引数を定義する
必要があります。 ルーチン定義は、メタデータ・リポジトリーに保管され、任意の
数のメインフレーム・ジョブで任意の数の External Routine ステージから参照でき
ます。
メインフレーム・ジョブの External Source ステージでは、InfoSphere DataStage
MVS™ Edition でサポートされないファイル・タイプからデータを読み取ることがで
きます。 外部ソース・プログラムを作成したら、外部ソース・ルーチンをメタデー
タ・リポジトリーに作成します。 外部ソース・ルーチンでは、外部ソース・プログ
ラムの属性を指定します。
メインフレーム・ジョブの External Target ステージでは、InfoSphere DataStage
MVS Edition でサポートされないファイル・タイプにデータを書き込むことができ
ます。 外部ターゲット・プログラムを作成したら、外部ターゲット・ルーチンをメ
タデータ・リポジトリーに作成します。 外部ターゲット・ルーチンでは、外部ター
ゲット・プログラムの属性を指定します。

メインフレーム・ルーチンの処理
メインフレーム・ジョブでは、ルーチンの使用により、IBM InfoSphere DataStage
で生成される COBOL プログラムに、環境に固有の複雑な処理または機能を組み込
むことができます。
外部ルーチンの使用例としては、統計分析プログラムの呼び出し、InfoSphere
DataStage MVS Edition によってサポートされていないデータベース・タイプへのイ
ンターフェース、または特殊な機能を実行する既存の COBOL プログラムの呼び出
しなどがあります。 そうしたルーチンは、COBOL、アセンブラー、C など、
COBOL プログラムが呼び出せる任意の言語で作成できます。
メインフレーム・ルーチンの作成、表示、編集時には、「メインフレーム・ルーチ
ン」ダイアログ・ボックスが表示されます。 このダイアログ・ボックスには、「全
般」ページ、「作成者」ページ、「引数」ページ、および外部ソース・ルーチンま
たは外部ターゲット・ルーチンを編集する場合は「JCL」ページの、最大 4 ページ
があります。
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスには 3 つのボタンがありま
す。
v 「閉じる」。 「ルーチン」ダイアログ・ボックスを閉じます。 変更内容を保存
していない場合、それを保存するよう求められます。
v 「保存」。 ルーチンを保存します。
v 「ヘルプ」。 ヘルプ・システムを開始します。
ルーチンの命名:
ルーチン名は、1 文字から 8 文字の長さです。 英字で始まります。

ルーチンの作成
次の手順で、デザイナー・クライアントにルーチンを作成できます。
第 7 章 特別なコンポーネントの定義

155

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューで「ファイル」 > 「新規」を選択します。 「新規」
ダイアログ・ボックスが表示されます。
b. 「ルーチン」フォルダーを開き、「メインフレーム・ルーチン」アイコンを
選択します。 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で
「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
c. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
d. ショートカット・メニューから「新規」 > 「メインフレーム・ルーチン」を
選択します。 「全般」ページが一番上の状態で「メインフレーム・ルーチ
ン」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ルーチンの全般的な情報を次のように指定します。
v 「ルーチン名」。 関数またはサブルーチンの名前 (最大 8 文字) を入力しま
す。 メインフレームの場合、ルーチン名はロード・ライブラリーまたはオブ
ジェクト・ライブラリーのメンバーでのエントリー・ポイントの名前です。ラ
イブラリー・メンバーには、異なる名前を持つ他のエントリー・ポイントも含
まれることがあります。 動的呼び出し (デフォルト) が選択された場合、ルー
チン名は外部サブルーチン名と一致する必要があります。ルーチン名は、「外
部サブルーチン名」フィールドに自動的に表示されます。
v 「タイプ」。 ドロップダウン・リストから「外部ルーチン」、「外部ソー
ス・ルーチン」、または「外部ターゲット・ルーチン」を選択します。
v 「プラットフォーム」。 COBOL サブルーチンを実行するオペレーティン
グ・システムを選択します。 (現在サポートされているプラットフォームは
OS/390® のみです。)
v 「外部サブルーチン名」。 サブルーチンまたは関数のエントリー・ポイント
を含むロード・ライブラリーまたはオブジェクト・ライブラリーのメンバーの
名前を入力します。 動的呼び出しが選択された場合、外部サブルーチン名は
ルーチン名と一致する必要があり、自動的に入力されます。呼び出し方式が静
的の場合は、2 つの名前を一致させる必要はありません。
v 「ライブラリー・パス」。 ルーチン・メンバーを含むライブラリーのパス名
を入力します。
v 「呼び出し方式」。 ルーチンの呼び出し方式を選択します。 動的呼び出しで
は、実行時にルーチンを呼び出します。静的呼び出しでは、プログラムの中に
ルーチンを埋め込みます。 デフォルトは「動的」です。
v 「簡略説明」。 ルーチンの簡略説明を入力します (オプション)。 このフィー
ルドに入力したテキストが、External Routine ステージ・エディターに表示さ
れます。
v 「詳細説明」。 ルーチンの詳細説明を入力します (オプション)。
3. 「作成者」ページを選択します。
情報を次のように入力します。
v 「ベンダー」。 ルーチンを作成した会社の名前を入力します。
v 「作成者」。 ルーチンを作成した担当者の名前を入力します。
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v 「バージョン」。 ルーチンのバージョン番号を入力します。これは、ルーチ
ンのインポート時に使用されます。 「バージョン」フィールドには、3.1.1 な
どのように、3 つの部分から構成されるバージョン番号が含まれます。 この
番号で最初の部分は、ルーチンと IBM InfoSphere DataStage システムとの互
換性の検査に使用される内部番号で、変更できません。 この番号で 2 番目の
部分はリリース番号を表します。 この番号は、ルーチン定義またはベースと
なるコードに大きな変更が行われた場合に増えます。 ルーチンの新しいリリ
ースは、前のリリースを置き換えます。 ルーチンを使用するジョブは、すべ
て新規リリースを使用します。 この番号で最後の部分は、小さな変更や修正
が行われた場合の中間リリースを示します。
v 「著作権」。 著作権情報を入力します。
4. 次に、「引数」ページで、必要なルーチン引数を定義します。
メインフレーム・ルーチンの場合、引数はオプションです。 既存の表定義から
引数をロードするには、「ロード」をクリックします。 新しい引数を作成する
には、「引数」ページのグリッドに直接入力するか、COBOL 属性の指定が必要
な場合は、次のいずれかを行います。
v 列領域内で右クリックし、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選
択します。
v Ctrl-E を押します。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。
上部ペインに、「引数」ページのグリッドと同じフィールドが含まれます。定
義する各引数について、次のように情報を入力します。
v 「引数名」。 ルーチンに渡す引数の名前を入力します。
v 「入出力タイプ」。 外部ルーチンの場合にのみ表示されます。 データを渡す
方向を選択します。 次の 3 つのオプションがあります。
「入力」。 データ・ソースから外部ルーチンに値が渡されます。 値は、入力
行エレメントにマッピングされます。
「出力」。 外部ルーチンからステージに値が返されます。 値は、出力列にマ
ッピングされます。
「両方」。 値は、データ・ソースから外部ルーチンに渡され、外部ルーチン
からステージに返されます。値は、入力行エレメントにマッピングされ、その
後、出力列にマッピングされます。
v 「ネイティブ・タイプ」。 引数値のネイティブ・データ・タイプをドロップ
ダウン・リストから選択します。
v 「長さ」。 引数の長さまたは精度を表す数値を入力します。
v 「スケール」。 引数が数値である場合に、小数点以下の桁数を定義する数値
を入力します。
v 「NULL 可能」。 外部ソース・ルーチンおよび外部ターゲット・ルーチンの
場合にのみ表示されます。 ドロップダウン・リストから「はい」、「いい
え」、または「不明」を選択して、引数に NULL 値を含められるかどうかを
指定します。 「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスのデフ
ォルトは「いいえ」です。
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v 「日付形式」。 外部ソース・ルーチンおよび外部ターゲット・ルーチンの場
合にのみ表示されます。 選択可能な形式のドロップダウン・リストから日付
形式を選択します。
v 「説明」。 引数の説明を入力します (オプション)。
「ルーチン引数メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの下部ペインには、デ
フォルトで「COBOL」ページが表示されます。 このページは、メインフレー
ム引数に必要な COBOL 情報の入力に使用します。
v 「レベル番号」。 外部ソース・ルーチンの場合にのみ表示されます。
COBOL レベル番号を表す数値を 02 から 49 の範囲で入力します。デフォル
ト値は 05 です。
v 「OCCURS」。 外部ソース・ルーチンの場合にのみ表示されます。 COBOL
の OCCURS 節に指定する数値を入力します。 引数がグループを定義してい
る場合、グループ内のエレメント数を表します。
v 「USAGE」。 ドロップダウン・リストから COBOL の USAGE 節を選択し
ます。
v 「SIGN インジケーター」。 ドロップダウン・リストから「符号付き」ある
いはブランクを選択して、引数に符号を付けられるかどうかを指定します。デ
フォルトはブランクです。
v 「SIGN オプション」。 引数に符号が付けられる場合に、データ内での符号
の位置をドロップダウン・リストから選択します。
v 「SYNC インジケーター」。 ドロップダウン・リストから「SYNC」あるい
はブランクを選択して、 COBOL の SYNCHRONIZED 節かどうかを指定しま
す。デフォルトはブランクです。
v 「再定義フィールド」。 外部ソース・ルーチンの場合にのみ表示されます。
オプションで COBOL REDEFINES 節を指定します。 これを使用して、同じ
ストレージ域で別のデータ記述を使用してデータを記述できます。
v 「DEPENDING ON」。 外部ソース・ルーチンの場合にのみ表示されます。オ
プションで、ドロップダウン・リストから COBOL の OCCURS-DEPENDING
ON 節を選択します。
v 「ストレージ長」。 引数に定義されているストレージ長 (バイト単位) を示し
ます。 このフィールドは派生フィールドであり、編集できません。
v 「PICTURE」。 引数定義から取得された COBOL PICTURE 節が示されま
す。これは、編集できません。
5. 外部ソース・ルーチンまたは外部ターゲット・ルーチンを編集している場合は、
「JCL タブ」をクリックして「JCL」ページに移動します。 ここでは、ルーチ
ンに必要な追加の JCL を指定できます。 JCL を入力するか、「JCL のロー
ド」をクリックしてファイルから JCL をロードします。
6. 完了したら「保存」をクリックし、ルーチン定義を保存します。

ルーチンの表示と編集
プロジェクト内のメインフレーム・ルーチンは、表示して編集できます。
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このタスクについて
ルーチンを表示または変更するには、リポジトリー・ツリーでそれを選択して次の
いずれかを行います。
v ショートカット・メニューから「プロパティー...」を選択します。
v それをダブルクリックします。
「ルーチン」ダイアログ・ボックスが表示されます。 ページのフィールドとオプシ
ョンを編集できます。

ルーチンのコピー
デザイナーを使用して既存のルーチンをコピーできます。

手順
1. リポジトリー・ツリーでそれを選択します。
2. ショートカット・メニューから「コピーの作成」を選択します。

タスクの結果
ルーチンがコピーされ、プロジェクト・ツリー内の同じフォルダーに新しいルーチ
ンが作成されます。 デフォルトでコピーの名前は CopyOfXXX です。ここで、XXX
は選択したルーチンの名前です。 編集ボックスが表示され、ここで、コピーをすぐ
に名前変更できます。

ルーチンの名前の変更
ユーザー作成ルーチンは、デザイナーで名前を変更できます。

このタスクについて
項目の名前を変更するには、リポジトリー・ツリーでそれを選択して次のいずれか
を行います。
v

ルーチンをもう一度クリックします。 編集ボックスが表示され、別の名前を入
力するか、既存の名前を編集できます。 新しい名前を保存するには、Enter キー
を押すか、編集ボックスの外側をクリックします。

v ショートカット・メニューから「名前の変更」を選択します。 編集ボックスが表
示され、別の名前を入力するか、既存の名前を編集できます。 新しい名前を保存
するには、Enter キーを押すか、編集ボックスの外側をクリックします。
v ルーチンをダブルクリックします。 「メインフレーム・ルーチン」ダイアログ・
ボックスが表示され、「ルーチン名」フィールドを編集できます。 「保存」をク
リックし、次に「閉じる」をクリックします。

マシン・プロファイル
マシン・プロファイルを作成できます。 メインフレーム・マシン・プロファイル
は、生成されたコードを InfoSphere DataStage がメインフレームにアップロードす
るときに使用されます。
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このタスクについて
メインフレーム FTP ステージでも使用されます。 このプロファイルを使用して、
IBM InfoSphere DataStage のコードのアップロード先または FTP 転送先のメインフ
レームを定義し、その定義を再利用できます。 メインフレーム・マシン・プロファ
イルは、作成して InfoSphere DataStage リポジトリーに保管できます。これらのプ
ロファイルは、他のリポジトリー・オブジェクトと同様に、作成、コピー、名前の
変更、移動、削除が可能です。

手順
1. 次のいずれかを行います。
a. デザイナー・メニューから「ファイル」>「新規」を選択します。「新規」ダ
イアログ・ボックスが表示されます。
b. 「その他」フォルダーを開き、「マシン・プロファイル」アイコンを選択し
ます。
c. 「OK」をクリックします。 「全般」ページが一番上の状態で「マシン・プ
ロファイル」ダイアログ・ボックスが表示されます。
または
d. リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択します。
e. ショートカット・メニューから「新規」 > 「その他」 > 「マシン・プロフ
ァイル」を選択します。 「全般」ページが一番上の状態で「マシン・プロフ
ァイル」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2.

全般的な詳細を次のように指定します。
a. マシン・プロファイルの名前を「マシン・プロファイル名」フィールドに入
力します。 ここに入力する名前は固有でなければなりません。2 つのマシ
ン・プロファイルを同じ名前にすることはできません。
b. プロファイルを定義するプラットフォームのタイプを「プラットフォーム・
タイプ」ドロップダウン・リストから選択します。
c. オプションで、プロファイルの簡略説明を「簡略説明」フィールドに入力し
ます。
d. オプションで、データの詳細説明を「詳細説明」フィールドに入力します。
マシン・プロファイルのプロパティーを表示した場合にのみ、この説明が表
示されます。

3. 「接続」タブをクリックして「接続」ページに移動します。
フィールドを次のように入力します。
v マシンの IP ホスト名/アドレスを指定します。
v 接続先のポートを指定します。 デフォルト・ポート番号は 21 です。
v 「ASCII」または「バイナリー」の FTP 転送タイプを選択します。
v マシンに接続するためのユーザー名とパスワードを指定します。 パスワード
は暗号化された形式で保管されます。
v FTP サービスに応じて「アクティブ」または「パッシブ」をクリックしま
す。
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v メインフレーム・ジョブからプロセス・メタデータを生成する場合、オペレー
ショナル・メタデータを記録する XML ファイルのターゲット・ディレクト
リーとデータ・セット名を指定します。
4. 「ライブラリー」タブをクリックして「ライブラリー」ページに移動します。
フィールドを次のように入力します。
v 「ソース・ライブラリー」に、生成されたコードの宛先を指定します。
v 「コンパイル JCL ライブラリー」に、コンパイル JCL ファイルの宛先を指
定します。
v 「実行 JCL ライブラリー」に、実行 JCL ファイルの宛先を指定します。
v 「オブジェクト・ライブラリー」に、オブジェクト・ライブラリーの場所を指
定します。 ここに、コンパイラー出力が転送されます。
v 「DBRM ライブラリー」に、DBRM ライブラリーの場所を指定します。 こ
こに、DB2 プログラムに関する情報が転送されます。
v 「ロード・ライブラリー」に、ロード・ライブラリーの場所を指定します。
ここに、実行可能プログラムが転送されます。
v 「ジョブ・カード・アカウント情報」に、ジョブ・カードの識別情報の場所を
指定します。
5. 「OK」をクリックすると、マシン・プロファイルが保存され、「マシン・プロ
ファイル」ダイアログ・ボックスが閉じます。

IMS データベースと IMS ビューセット
IBM InfoSphere DataStage は、IMS データベースと IMS ビューセットの構造に関
する情報を保管することができます。これをメインフレーム・ジョブが使用して、
IMS データベースを読み取ったり、またはそれをルックアップとして使用したりし
ます。
これらの機能は、IMS ソース・パッケージとともに、InfoSphere DataStage MVS
Edition がインストールされている場合に使用可能です。
その情報は、以下のリポジトリー・オブジェクトに保管されています。
v 「IMS データベース (DBD)」。 各 IMS データベース・オブジェクトは、 IMS
データベースの物理構造を記述します。
v 「IMS ビューセット (PSB/PCB)」。 各 IMS ビューセット・オブジェクトは、
IMS データベースのアプリケーションからのビューを記述します。

IMS 定義のインポート
IMS 定義は、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーにデータベース・ディスクリ
プション (DBD) ファイルおよびプログラム指定ブロック (PSB) ファイルからイン
ポートすることができます。
DBD ファイルは、IMS データベースの物理構造を定義します。 PSB ファイルは、
IMS データベースのアプリケーションからのビューを定義します。
この方法について詳しくは、『IMS 定義のインポート』にあります。
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IMS 定義の編集
IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに保管されている IMS データベースまたは
ビューセット・オブジェクトを編集できます。

このタスクについて
編集のために IMS データベースまたはビューセットを開くには、リポジトリー・ツ
リーでそれを選択して次のいずれかを行います。
v ショートカット・メニューから「プロパティー」を選択します。
v ツリーで項目をダブルクリックします。
選択した IMS 項目のタイプによって、「IMS データベース」ダイアログ・ボック
スまたは「IMS ビューセット」ダイアログ・ボックスが表示されます。 定義を編集
しても、それが記述する実際のデータベースに影響はないことに注意してくださ
い。
IMS データベース・エディター:
IMS データベース・エディターでは、IMS データベース・オブジェクトを表示、編
集、または作成することができます。
このダイアログ・ボックスは、2 つのペインに分かれています。 左のペインには、
IMS データベース、セグメント、およびデータ・セットがツリーに表示され、右の
ペインには、選択された項目のプロパティーが表示されます。 選択した項目のタイ
プに応じて、右のペインは最大 2 ページを使用します。
v 「データベース」。 データベース・プロパティーに関する 2 つのページがあり
ます。
– 「全般」。 データベースの全般プロパティーが表示されます。これには、名
前、バージョン番号、アクセス・タイプ、編成、簡略説明、および詳細説明が
含まれます。 これらのフィールドは、簡略説明と詳細説明を除き、すべて読
み取り専用です。
– 「階層」。 データベースのセグメント階層が表示されます。 右クリックして
詳細モードで階層を表示できます。このダイアグラムは読み取り専用です。
v 「セグメント」。 セグメント・プロパティーに関する 2 つのページがありま
す。
– 「全般」。 セグメント名、親セグメント、その最小サイズと最大サイズ (バイ
ト)、および説明が表示されます。 これらのフィールドは、説明を除き、すべ
て読み取り専用です。
– 「フィールド」。 選択されたセグメントのフィールドが表示されます。フィ
ールド説明は読み取り専用です。
v 「データ・セット」。 プロパティーが 1 つのページに表示されます。これに
は、JCL でファイルの読み取りに使用される DD 名が含まれます。 この名前は
読み取り専用です。 オプションでデータ・セットの説明を入力できます。
IMS ビューセット・エディター:
IMS ビューセット・エディターでは、 IMS ビューセット・オブジェクトを表示、
編集、または作成することができます。
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このダイアログ・ボックスは、2 つのペインに分かれています。左のペインには、
IMS ビューセット (PSB)、そのビュー (PCB)、およびセンシティブ・セグメントを
表示したツリー構造があります。 右のペインには、選択された項目のプロパティー
が表示されます。 選択された項目のタイプに応じて、最大 3 ページが含まれま
す。
v 「ビューセット」。 プロパティーが 1 つのページに表示されます。これには、
PSB 名が含まれます。 このフィールドは読み取り専用です。 オプションで簡略
説明と詳細説明を入力できます。
v 「ビュー」。 ビュー・プロパティーに関する 2 つのページがあります。
– 「全般」。 PCB 名、DBD 名、タイプ、およびオプションの説明を表示しま
す。 インポート中に関連表を作成しなかった場合、または表と PCB セグメン
トの関連を変更する場合は、「セグメント/表マッピング...」ボタンをクリック
します。 「セグメント/関連表マッピング」ダイアログ・ボックスが表示され
ます。
セグメントに対して表アソシエーションを作成するには、左のペインで表を選
択し、右のペインのセグメントにドラッグします。 左のペインには、リポジ
トリー内のタイプ QSAM_SEQ_COMPLEX の選択可能な表が表示されます。
右のペインには、セグメント名と、それに現在関連付けられている表が表示さ
れます。右クリックして、現在の表マッピングのいずれかまたはすべてをクリ
アできます。
マッピングが終わったら「OK」をクリックします。または、「キャンセル」を
クリックすると、行った変更を破棄して元の表アソシエーションに戻ります。
– 「階層」。 読み取り専用のダイアグラムに PCB セグメント階層を表示しま
す。 右クリックして詳細モードで階層を表示できます。
v 「センシティブ・セグメント」。 センシティブ・セグメント・プロパティーに関
する 3 つのページがあります。
– 「全般」。 セグメント名とその関連表を表示します。 関連表を変更する場合
は、「関連表」フィールドの横の参照ボタンをクリックして、別の表を選択し
ます。
– 「Sen フィールド」。 センシティブ・セグメントに関連付けられたセンシテ
ィブ・フィールドを表示します。 このフィールドは読み取り専用です。
– 「列」。 関連表の列を表示します。 列の説明は読み取り専用です。
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第 8 章 デザインの構成
ジョブ・デザインのスケッチを作成し、必要なデータや特別なコンポーネントをす
べて定義した後は、ジョブを構成する必要があります。
ジョブの構成では、スケッチで組み込んだ個々のステージのプロパティーをすべて
指定します。 また、ステージを接続するリンクに沿って流れるデータも指定しま
す。
各ジョブ・タイプは、多くの異なるタイプのステージをサポートし、各ステージに
多数のプロパティーがあります。 これらのステージと各ステージのプロパティーの
詳細は、次の場所で入手できます。
v DataStage and QualityStage パラレル・ジョブの開発
v サーバー・ジョブの開発
v メインフレーム・ジョブの開発
設定可能なジョブ・プロパティーもあります。 それらは、実行時のジョブ全体の動
作を制御します。

パラレル・ジョブの構成
ジョブ・プロパティーを編集することで、パラレル・ジョブの実行方法に関するオ
プションを指定できます。

全般オプションの指定
「全般」ページを使用して、ジョブの一般的な特性を指定します。
「全般」ページには、次のフィールドがあります。
v 「ジョブ・バージョン番号」。 ジョブのバージョン番号。 ジョブ・バージョン
番号は、いくつかの構成要素から成ります。
– バージョン番号 N.n.n。この番号は、インストールされている IBM InfoSphere
DataStage のバージョンとジョブとの互換性を検査します。 この番号は、
InfoSphere DataStage のインストール時に自動的に設定され、編集できませ
ん。
– リリース番号 n.N.n。この番号は、ジョブをリリースするたびに自動的に増加
します。
– バグ修正番号 n.n.N。この番号は、ジョブのデザインやプロパティーに対する
小規模な変更を反映します。 この番号を変更するには、それを選択して新規
の値を直接入力するか、矢印ボタンで番号を増加させます。
v 「ジョブ前処理サブルーチン」および「入力値」。 ジョブの実行前に実行される
サブルーチンの名前 (および入力パラメーター値) です (オプション)。 例えば、
処理開始前にデータを準備するルーチンを指定できます。
ドロップダウン・リスト・ボックスからルーチンを選択します。 このリスト・ボ
ックスには、リポジトリーの「ルーチン」ブランチで「前/後処理サブルーチン」
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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として定義されているすべての作成済みルーチンが入っています。 「入力値」フ
ィールドに、ルーチンの入力引数に適切な値を入力します。
リポジトリーに定義されているルーチンで、編集されたがコンパイルされていな
いルーチンを使用すると、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを閉
じるときに、ルーチンをコンパイルするよう指示する警告メッセージが表示され
ます。
ジョブをインストールまたはインポートした場合、「ジョブ前処理サブルーチ
ン」フィールドが、システムに存在しないルーチンを参照する可能性がありま
す。 この場合は、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを閉じるとき
に警告メッセージが表示されます。 欠落しているルーチンをインストールまたは
インポートするか、使用する別のルーチンを選択してください。
ルーチンからリターン・コード 0 を受け取った場合、成功を示します。それ以外
のコードは失敗を示し、ジョブを実行すると致命的エラーが発生します。
v 「ジョブ後処理サブルーチン」および「入力値」。 ジョブの完了後に実行される
サブルーチンの名前 (および入力パラメーター値) です (オプション)。 例えば、
ジョブの完了時に電子メッセージを送信するルーチンを指定できます。
ドロップダウン・リスト・ボックスからルーチンを選択します。 このリスト・ボ
ックスには、リポジトリーの「ルーチン」ブランチで「前/後処理サブルーチン」
として定義されているすべての作成済みルーチンが入っています。 「入力値」フ
ィールドに、ルーチンの入力引数に適切な値を入力します。
リポジトリーに定義されているルーチンで、編集はされたがコンパイルされてい
ないルーチンを使用すると、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを
閉じるときに、ルーチンをコンパイルするよう指示する警告メッセージが表示さ
れます。
ルーチンからリターン・コード 0 を受け取った場合、成功を示します。 それ以
外のコードは失敗を示し、ジョブを実行すると致命的エラーが発生します。
v 「ジョブ正常終了時のみジョブ後処理サブルーチンを実行」。 このオプション
は、ジョブ後処理サブルーチンを選択した場合にのみ有効です。 このオプション
を選択すると、ジョブがすべてのステージの実行を正常に完了した場合にのみジ
ョブ後処理サブルーチンが実行されます。
v 「新規リンクのランタイム列伝搬を許可」。アドミニストレーター・クライアン
トでこのプロジェクトに対して「パラレル・ジョブのランタイム列伝搬を有効に
する」を選択している場合、このチェック・ボックスが表示されます。 チェック
すると、このジョブのすべての新しいリンクで、ランタイム列伝搬がデフォルト
で有効になります。
v 「マルチインスタンス可能」。 選択すると、ディレクター・クライアントがこの
ジョブの複数インスタンスを実行できるようになります。
v 「ハッシュ・ファイルのキャッシュ共有を有効化」。 これを選択すると、複数の
プロセスがキャッシュ内の同じハッシュ・ファイルにアクセスできます (これが
適切かどうかは、システムが検査します)。 これによって、同じジョブの複数イ
ンスタンスを実行する場合などに、メモリー・リソースを節約し、実行を高速化
できます。 Server Shared Container ステージでサーバー機能を使用するパラレ
ル・ジョブにのみ、これが適用されます。
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v 「Information Services で使用可能にする」。 選択すると、ジョブをサービスと
してデプロイメントできるようになります。
v 「ジョブの簡略説明」。 ジョブの簡略説明 (オプション)。
v 「ジョブの詳細説明」。 ジョブの詳細説明 (オプション)。

ジョブ前処理ルーチンとジョブ後処理ルーチン
ジョブ前処理ルーチンまたはジョブ後処理ルーチンとして、いくつかのルーチン・
オプションを使用できます。
以下のルーチンを使用できます。
v DSSendMail。 このルーチンは、ローカルのメール送信プログラムとの間に入りま
す。
v DSWaitForFile。 このルーチンを呼び出して、指定されたファイルが生成されるま
で、またはなくなるまで、ジョブを中断できます。
v DSJobReport。 ジョブの終わりにこのルーチンを呼び出し、ジョブ・レポートを
ファイルに書き込むことができます。 このルーチンは、セミコロンで区切った次
の 2 つまたは 3 つの要素から構成される引数を取ります。
– レポート・タイプ。 0、1、または 2 でレポート詳細を指定します。 タイプ
0 では、開始/終了時刻、経過時間、およびジョブの状況を含むテキスト・スト
リングが生成されます。 タイプ 1 は基本レポートと同様ですが、ジョブ内の
個別のステージやリンクに関する情報も含みます。 タイプ 2 では、完全な
XML レポートを含むテキスト・ストリングが生成されます。
– ディレクトリー。 レポートが書き込まれるディレクトリーを指定します。
– XSL スタイル・シート。 XML レポートをフォーマットするための XSL ス
タイル・シートをオプションで指定します。
ジョブに別名 ID がある場合、レポートはレポート・タイプに応じて
JobName_alias.txt または JobName_alias.xml に書き込まれます。ジョブに別名
がない場合、レポートはレポート・タイプに応じて
JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.txt または
JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.xml に書き込まれます。
v ExecDOS。 このルーチンは、MS-DOS シェルを通してコマンドを実行します。
実行されるコマンドは、ルーチンの入力引数で指定します。
v ExecDOSSilent。 ExecDOS と同様ですが、コマンド・ラインをジョブ・ログに書
き込みません。
v ExecTCL。 このルーチンは、サーバー・エンジン・シェルを通してコマンドを実
行します。 実行されるコマンドは、ルーチンの入力引数で指定します。
v ExecSH。 このルーチンは、UNIX Korn シェルを通してコマンドを実行します。
v ExecSHSilent。 ExecSH と同様ですが、コマンド・ラインをジョブ・ログに書き
込みません。

ランタイム列伝搬の有効化
ランタイム列伝搬を使用すると、多数の列を持つデータの一部の列だけを処理する
ような状況に対処できます。
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ジョブをデザインするときは、読み取ったり処理するデータの列定義を指定しま
す。 ランタイム列伝搬を有効にすると、ジョブは、データ・フロー内で定義されて
いる列かどうかにかかわらず、データに含まれるすべての列をデータ・フローに沿
って受け渡しします。 列のサブセットのみを指定したジョブをデザインすることも
できますが、データ内の列は、すべてステージからステージへと受け渡しされま
す。 ランタイム列伝搬が有効でない場合は、データのすべての列を指定する必要が
あります。そうしないと、ジョブの実行時に余分な列はドロップされます。
ランタイム列伝搬は、アドミニストレーター・クライアントで、プロジェクトに対
して有効にする必要があります。その後、「全般」ページで、個別のジョブごとに
ランタイム列伝搬を有効にしたり、無効にすることができます。

「NLS」ページ
このページは、IBM InfoSphere DataStage で NLS がインストールされている場合
にのみ表示されます。
これにより、InfoSphere DataStage で、パラレル・ジョブに応じた正しい文字セッ
ト・マップと照合フォーマット・ルールが使用されるようになります。
文字セット・マップは、InfoSphere DataStage がこのジョブに使用する文字セットを
定義します。 リストから特定の文字セット・マップを選択できます。あるいは、プ
ロジェクト全体のデフォルト設定を使用することも可能です。
ロケールは、ジョブにおけるソート・データの順序を指定します。 プロジェクト・
デフォルトを選択するか、リストから選択します。

ジョブのランタイム・オプションの設定
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「実行」ページを使用して、実行時のジョ
ブの動作を指定します。
パラレル・ジョブのトレースをオンにして、デバッグに役立てることができます。
照合シーケンス・ファイルの指定や、このジョブに対するデフォルト・ランタイム
列伝搬値設定の指定も可能です。
「実行」ページには、次のオプションがあります。
v 「トレース・モードでコンパイル」。 これを選択すると、このジョブのコンパイ
ル後にトレース機能を使用できるようになります。
v 「強制順次モード」。 これを選択すると、コンダクター・ノードでジョブを強制
的に順次実行します。
v 「パーティションごとの制限」。 このオプションを使用して、各パーティション
のデータを制限して、問題を診断しやすくすることができます。
– 「リンクごとのレコード数」。 各パーティションに含めるレコード数を制限
します。
v 「パーティションごとのログ・オプション」。 このオプションを使用して、パー
ティションのログ・データの処理方法を指定できます。 これにより、ログ内のデ
ータを削減し、問題を診断しやすくすることができます。
– 「スキップ数」。 N を設定すると、各パーティションで先頭の N レコードを
スキップします。

168

デザイナー・クライアント・ガイド

– 「周期」。 N を設定すると、パーティションごとに、先頭レコードから N レ
コードごとに印刷します。 N は 1 以上でなければなりません。
v 「詳細なランタイム・オプション」。 このフィールドは、経験のある Orchestrate
ユーザー向けであり、OSH コマンド・ラインに追加するパラメーターを入力する
ためのフィールドです。 通常の環境では、このフィールドはブランクのままにし
ておきます。

デフォルトの時刻と日付の形式の指定
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「デフォルト」ページを使用して、ジョブ
のデフォルトの日付と時刻の形式を指定します。
「デフォルト」ページには、日付、時刻、タイム・スタンプ、および小数点の現在
のデフォルトが表示されます。 デフォルトを変更するには、対応する「プロジェク
ト・デフォルト」チェック・ボックスを選択解除して、ドロップダウン・リストか
ら新しいフォーマットを選択するか、新しいフォーマットを入力します。

ローカル・メッセージ・ハンドラーの選択
ジョブのローカル・メッセージ・ハンドラーを、「ジョブ・プロパティー」ウィン
ドウの「デフォルト」ページで選択できます。
「パラレル・ジョブのメッセージ・ハンドラー」フィールドを使用して、ジョブに
組み込むメッセージ・ハンドラーを選択します。 メッセージ・ハンドラーは、ジョ
ブと一緒にコンパイルされ、その実行可能ファイルの一部になります。 ドロップダ
ウン・リストに、現在定義されている選択可能なメッセージ・ハンドラーが示され
ます。

サーバー・ジョブの構成
ジョブ・プロパティーを編集することで、サーバー・ジョブの実行方法に関するオ
プションを指定できます。

全般オプションの指定
「全般」ページを使用して、ジョブの一般的な特性を指定します。
「全般」ページには、次のフィールドがあります。
v 「ジョブ・バージョン番号」。 ジョブのバージョン番号。 ジョブ・バージョン
番号は、いくつかの構成要素から成ります。
– バージョン番号 N.n.n。この番号は、インストールされている IBM InfoSphere
DataStage のバージョンとジョブとの互換性を検査します。 この番号は、
InfoSphere DataStage のインストール時に自動的に設定され、編集できませ
ん。
– リリース番号 n.N.n。このフィールドは、廃止されました。
– バグ修正番号 n.n.N。この番号は、ジョブのデザインやプロパティーに対する
小規模な変更を反映します。 この番号を変更するには、それを選択して新規
の値を直接入力するか、矢印ボタンで番号を増加させます。
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v 「ジョブ前処理サブルーチン」および「入力値」。 ジョブの実行前に実行される
サブルーチンの名前 (および入力パラメーター値) です (オプション)。 例えば、
処理開始前にデータを準備するルーチンを指定できます。
リスト・ボックスからルーチンを選択します。 このリスト・ボックスには、リポ
ジトリーの「ルーチン」ブランチで「前/後処理サブルーチン」として定義されて
いるすべての作成済みルーチンが入っています。 「入力値」フィールドに、ルー
チンの入力引数に適切な値を入力します。
リポジトリーに定義されているルーチンで、編集されたがコンパイルされていな
いルーチンを使用すると、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを閉
じるときに、ルーチンをコンパイルするよう指示する警告メッセージが表示され
ます。
ジョブをインストールまたはインポートした場合、「ジョブ前処理サブルーチ
ン」フィールドが、システムに存在しないルーチンを参照する可能性がありま
す。 この場合は、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを閉じるとき
に警告メッセージが表示されます。 欠落しているルーチンをインストールまたは
インポートするか、使用する別のルーチンを選択してください。
ルーチンからリターン・コード 0 を受け取った場合、成功を示します。それ以外
のコードは失敗を示し、ジョブを実行すると致命的エラーが発生します。
v 「ジョブ後処理サブルーチン」および「入力値」。 ジョブの完了後に実行される
サブルーチンの名前 (および入力パラメーター値) です (オプション)。 例えば、
ジョブの完了時に電子メッセージを送信するルーチンを指定できます。
リスト・ボックスからルーチンを選択します。 このリスト・ボックスには、リポ
ジトリーの「ルーチン」ブランチで「前/後処理サブルーチン」として定義されて
いるすべての作成済みルーチンが入っています。 「入力値」フィールドに、ルー
チンの入力引数に適切な値を入力します。
リポジトリーに定義されているルーチンで、編集はされたがコンパイルされてい
ないルーチンを使用すると、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを
閉じるときに、ルーチンをコンパイルするよう指示する警告メッセージが表示さ
れます。
ルーチンからリターン・コード 0 を受け取った場合、成功を示します。それ以外
のコードは失敗を示し、ジョブを実行すると致命的エラーが発生します。
v 「ジョブ正常終了時のみジョブ後処理サブルーチンを実行」。 このオプション
は、ジョブ後処理サブルーチンを選択した場合にのみ有効です。 このオプション
を選択すると、ジョブがすべてのステージの実行を正常に完了した場合にのみジ
ョブ後処理サブルーチンが実行されます。
v 「マルチインスタンス可能」。 選択すると、ディレクター・クライアントがこの
ジョブの複数インスタンスを実行できるようになります。
v 「ハッシュ・ファイルのキャッシュ共有を有効化」。 これをチェックすると、複
数のプロセスがキャッシュ内の同じハッシュ・ファイルにアクセスできます (こ
れが適切かどうかは、システムが検査します)。 これによって、同じジョブの複
数インスタンスを実行する場合などに、メモリー・リソースを節約し、実行を高
速化できます。
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v 「Information Services で使用可能にする」。 選択すると、ジョブをサービスと
してデプロイメントできるようになります。
v 「ジョブの簡略説明」。 ジョブの簡略説明 (オプション)。
v 「ジョブの詳細説明」。 ジョブの詳細説明 (オプション)。

ジョブ前処理ルーチンとジョブ後処理ルーチン
ジョブ前処理ルーチンまたはジョブ後処理ルーチンとして、いくつかのルーチン・
オプションを使用できます。
以下のルーチンを使用できます。
v DSSendMail。 このルーチンは、ローカルのメール送信プログラムとの間に入りま
す。
v DSWaitForFile。 このルーチンを呼び出して、指定されたファイルが生成されるま
で、またはなくなるまで、ジョブを中断できます。
v DSJobReport。 ジョブの終わりにこのルーチンを呼び出し、ジョブ・レポートを
ファイルに書き込むことができます。 このルーチンは、セミコロンで区切った次
の 2 つまたは 3 つの要素から構成される引数を取ります。
– レポート・タイプ。 0、1、または 2 でレポート詳細を指定します。 タイプ
0 では、開始/終了時刻、経過時間、およびジョブの状況を含むテキスト・スト
リングが生成されます。 タイプ 1 は基本レポートと同様ですが、ジョブ内の
個別のステージやリンクに関する情報も含みます。 タイプ 2 では、完全な
XML レポートを含むテキスト・ストリングが生成されます。
– ディレクトリー。 レポートが書き込まれるディレクトリーを指定します。
– XSL スタイル・シート。 XML レポートをフォーマットするための XSL ス
タイル・シートをオプションで指定します。
ジョブに別名 ID がある場合、レポートはレポート・タイプに応じて
JobName_alias.txt または JobName_alias.xml に書き込まれます。ジョブに別名
がない場合、レポートはレポート・タイプに応じて
JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.txt または
JobName_YYYYMMDD_HHMMSS.xml に書き込まれます。
v ExecDOS。 このルーチンは、MS-DOS シェルを通してコマンドを実行します。
実行されるコマンドは、ルーチンの入力引数で指定します。
v ExecDOSSilent。 ExecDOS と同様ですが、コマンド・ラインをジョブ・ログに書
き込みません。
v ExecTCL。 このルーチンは、サーバー・エンジン・シェルを通してコマンドを実
行します。 実行されるコマンドは、ルーチンの入力引数で指定します。
v ExecSH。 このルーチンは、UNIX Korn シェルを通してコマンドを実行します。
v ExecSHSilent。 ExecSH と同様ですが、コマンド・ラインをジョブ・ログに書き
込みません。

各国語サポート (NLS) のプロパティーの設定
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「NLS」ページを使用して、サーバー・ジ
ョブが、必要な文字セット・マップとロケールを必ず使用するようにします。
「NLS」ページは、システムで NLS を有効にしている場合のみ表示されます。
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文字セット・マップの定義
リストから特定の文字セット・マップを選択できます。あるいは、プロジェクト全
体のデフォルト設定を使用することも可能です。
リストには、ロードされていて使用できる文字セット・マップがすべて含まれてい
ます。 「すべてのマップを表示」をクリックすると、提供される他のマップを表示
できますが、これらのマップは、アドミニストレーター・クライアントを使用して
ロードされていないと、使用できません。

ロケールによるデータ・フォーマットの定義
ロケール設定を使用して、さまざまなタイプのデータのフォーマット設定方法を指
定します。
国や地域によって、時刻、日付、数値、通貨といった共通データ・タイプのフォー
マット規則が異なります。 特定の場所と特定の言語で使用される一連の規則をロケ
ールと呼びます。例えば、Canadian-French というロケールがありますが、この規則
は、ロケール French-French と異なります。
インストールで、各プロジェクトにデフォルト・ロケールが設定されます。 特定ジ
ョブのデフォルトをオーバーライドするには、「ジョブ・プロパティー」ウィンド
ウの「NLS」ページで各カテゴリーに必要なロケールを選択します。
v 「時間/日付」。時間と日付のフォーマットに使用するロケールを指定します。
v 「数値」。 3 桁の区切り記号や小数点文字など、数値のフォーマットに使用する
ロケールを指定します。
v 「通貨」。貨幣記号とその位置など、金額に使用するロケールを指定します。
v 「文字タイプ」。大文字にする文字、小文字にする文字など、文字タイプの決定
に使用するロケールを指定します。
v 「照合」。ソート・データの順序の決定に使用するロケールを指定します。
通常、各カテゴリーで同じロケールを使用して、データのフォーマットが一貫性を
持つようにします。

ジョブ・パフォーマンスの最適化
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「パフォーマンス」ページと「全般」ペー
ジの設定を使用して、サーバー・ジョブのパフォーマンスを最適化します。
システムがジョブをプロセスに分割する方法を指定することで、ジョブのパフォー
マンスを向上させることができます。
ジョブの複数インスタンスを実行する場合は、ハッシュ・ファイルのキャッシュ共
有を有効にすることで、パフォーマンスを向上させることができます。
こうした設定は、アドミニストレーター・クライアントを使用して、プロジェクト
単位で行うこともできます。
設定は次のとおりです。
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v 「プロジェクト・デフォルトを使用」。 このオプションを選択すると、このジョ
ブが所属するプロジェクトに対してアドミニストレーター・クライアントで設定
された内容を使用します。
v 「行バッファーを有効にする」。 次の 2 種類の相互排他的な行バッファリング
があります。
– 「プロセス内」。 プロセス内行バッファリングをオンにし、ジョブをリコン
パイルすると、ほとんどのサーバー・ジョブのパフォーマンスを改善できま
す。 これによって、接続されているアクティブ・ステージは、行単位ではな
く、バッファー経由でデータを渡せます。
– 「プロセス間」。 SMP パラレル・システム上でサーバー・ジョブを実行する
場合に使用します。 これによって、ジョブは、アクティブ・ステージごとに
別々のプロセスを使用して実行されます。各アクティブ・ステージは別々のプ
ロセッサーで同時に実行されます。
注: ステージ間のデータのやり取りに変換処理関数の COMMON ブロックを使
用するようにジョブを作成すると、どちらの行バッファリングも使用できませ
ん。 この方法はお勧めしません。 COMMON ブロックではなく行バッファリ
ングを使用するようにジョブを再設計することをお勧めします。
v 「バッファー・サイズ」。 プロセス内またはプロセス間行バッファリングで使用
するバッファーのサイズを指定します。 デフォルトは 128 KB です。
v 「タイムアウト」。 このオプションは、プロセス間の行バッファリングを使用す
るときにのみ適用されます。 このオプションで、1 プロセスがバッファー経由で
他プロセスと通信する場合のタイムアウトとなるまでの待ち時間を指定します。
デフォルトは 10 秒です。
v 「ハッシュ・ファイルのキャッシュ共有を有効化」。 このオプションは、「ジョ
ブ・プロパティー」ウィンドウの「全般」ページで設定します。 このオプション
を選択すると、複数のプロセスがキャッシュ内の同じハッシュ・ファイルにアク
セスできます (これが適切かどうかは、システムが検査します)。 これによって、
同じジョブの複数インスタンスを実行する場合などに、メモリー・リソースを節
約し、実行を高速化できます。

メインフレーム・ジョブの構成
メインフレーム・ジョブは、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを使
用して構成できます。
注: メインフレーム・ジョブは、このバージョンの IBM InfoSphere Information
Server ではサポートされません。
メインフレーム・ジョブの「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスには、
以下のページがあります。
v 「全般」ページ。 ジョブのジョブ前処理ルーチンとジョブ後処理ルーチンの指
定、さまざまなジョブ単位機能の有効化と無効化、ジョブの簡略説明とジョブの
詳細説明の入力を行えます。
v 「パラメーター」ページ。 ジョブ・パラメーターを指定できます。 ジョブ・パ
ラメーターを使用すると、実行時にジョブが使用する値を指定できます。
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v 「環境」ページ。 メインフレーム・ジョブ用コードの生成時に使用される情報を
指定できます。
v 「拡張」ページ。 JCL テンプレートをカスタマイズして拡張変数を追加している
場合は、こうした変数の値を指定できます。
v 「オペレーショナル・メタデータ」ページ。 ジョブがオペレーショナル・メタデ
ータを生成する場合、メタデータの処理方法の詳細をこのページで指定できます

全般オプションの指定
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「全般」ページで、メインフレーム・ジョ
ブの動作を制御する一般的なオプションを指定できます。
メインフレーム・ジョブの「全般」ページには以下のフィールドがあります。
v 「ジョブ・バージョン番号」。 ジョブのバージョン番号。 ジョブ・バージョン
番号は、いくつかの構成要素から成ります。
– バージョン番号 N.n.n。この番号は、インストールされている IBM InfoSphere
DataStage のバージョンとジョブとの互換性を検査します。 この番号は、
InfoSphere DataStage のインストール時に自動的に設定され、編集できませ
ん。
– リリース番号 n.N.n。この番号は、ジョブをリリースするたびに自動的に増加
します。
– バグ修正番号 n.n.N。この番号は、ジョブのデザインやプロパティーに対する
小規模な変更を反映します。 この番号を変更するには、それを選択して新規
の値を直接入力するか、矢印ボタンで番号を増加させます。
v 「世紀区切り年」。 データに 2 桁の年が使用される場合、これを使用して、
19nn 年と 20nn 年を区切る年を指定します。
v 「日付形式」。ジョブのデフォルトの日付形式を指定します。 ドロップダウン・
リストから設定を選択します。可能な設定は以下のとおりです。
–

MM/DD/CCYY

–

DD.MM.CCYY

–

CCYY-MM-DD
デフォルト日付は、さまざまなステージによって、列定義の日付フィールドの
解釈に使用されます。 また、アクティブ・ステージの日付タイプが、後続の
パッシブ・ステージの文字データ・タイプまたはその他のデータ・タイプにマ
ッピングされる場合にも使用されます。
デフォルトの日付は、アドミニストレーター・クライアントを使用してプロジ
ェクト・レベルでも指定できます。 ジョブ・デフォルトが、プロジェクト・
デフォルトより優先されます。

v 「式のセマンティック・チェックを実行」。 これをクリックすると、メインフレ
ーム式エディターでのセマンティック・チェックが有効になります。 これを選択
すると、パフォーマンスのオーバーヘッドが発生する可能性があるため注意して
ください。 多数の列派生を持つジョブの場合、影響を受けやすくなります。
v 「オペレーショナル・メタデータを生成」。 これをクリックすると、ジョブでオ
ペレーショナル・メタデータを生成します。
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v 「NULL インジケーターの位置」。 「列の前」または「列の後」を選択して、
メインフレーム列定義における NULL インジケーターの位置を指定します。
v 「NULL インジケーター値」。 メインフレーム列定義の NULL 可能性を示すた
めの文字を指定します。 NULL インジケーターは、1 バイトの印刷可能文字でな
ければなりません。 次のいずれかを指定します。
–

1 文字の値 (1 がデフォルトです)

–

3 桁の 10 進数で表した ASCII コード。範囲は 000 から 255 までです。

–

%Hnn または %hnn の 16 進形式の ASCII コード。nn は、16 進数字 (0 か
ら 9、a から f、A から F) です。

v 「非 NULL インジケーター値」。 メインフレーム・フラット・ファイルでの非
NULL 列定義を示すための文字を指定します。 NULL インジケーターは、1 バ
イトの印刷可能文字でなければなりません。 次のいずれかを指定します。
–

1 文字の値 (0 がデフォルトです)

–

3 桁の 10 進数で表した ASCII コード。範囲は 000 から 255 までです。

–

%Hnn または %hnn の 16 進形式の ASCII コード。nn は、16 進数字 (0 か
ら 9、a から f、A から F) です。

v 「ジョブの簡略説明」。 ジョブの簡略説明 (オプション)。
v 「ジョブの詳細説明」。 ジョブの詳細説明 (オプション)。
「OK」をクリックして、ジョブ・デザインに変更を記録します。 ジョブ・デザイ
ンを保存するまで、変更はリポジトリーに保存されません。

メインフレーム・ジョブのジョブ・パラメーターの指定
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「パラメーター」ページを使用して、ジョ
ブのパラメーターを 1 つ以上指定します。
本質的に可変の要素をジョブ・デザインの一部として入力する代わりに、処理変数
を表すパラメーターをセットアップすることができます。
メインフレーム・ジョブの場合、メインフレームでのジョブのコンパイルおよび実
行時にアクセスされるファイルに、パラメーター値が置かれます。
ジョブ・パラメーターは、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「パ
ラメーター」ページで定義、編集、削除されます。
すべてのジョブ・パラメーターは、ジョブ・パラメーター・グリッドで空の行を編
集して定義します。
注: ジョブ・パラメーター定義を削除する場合は、その前に必ず、ジョブ・デザイ
ンでこのパラメーターへの参照を削除してください。 これを行わないと、ジョブの
実行が失敗する可能性があります。
メインフレーム・ジョブの「パラメーター」ページには以下のフィールドと列があ
ります。
v 「パラメーター・ファイル名」。 パラメーターを含むファイルの名前。
v 「COBOL DD 名」。 ファイルの場所の DD 名。
v 「名前」。 パラメーターの名前。
第 8 章 デザインの構成
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v 「SQL タイプ」。 パラメーターのタイプ。 以下のいずれかが可能です。
– 「Char」。 固定長ストリング。「長さ」属性で長さが決まります。 COBOL
プログラムでは、PIC X(length) でこのパラメーターを定義します。
– 「10 進数」。 COBOL の符号付きゾーン 10 進数。精度は「長さ」で、スケ
ールは「スケール」で示されます。 COBOL プログラムでは、PIC
S9(length-scale)V9(scale) でこのパラメーターを定義します。
– 「整数」。COBOL の符号付きゾーン 10 進数。「長さ」属性で長さを定義し
ます。 COBOL プログラムでは、PIC S9(length) でこのパラメーターを定義し
ます。
v 「長さ」。 char または 10 進数のパラメーターの長さ。
v 「スケール」。 10 進数パラメーターの精度。
v 「説明」。パラメーターの説明 (オプション)。
v 「名前を付けて保存...」。 IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに、表定義と
してこのジョブ・パラメーターのセットを保存できます。
v 「ロード...」。 InfoSphere DataStage リポジトリーの表定義からジョブ・パラメ
ーターをロードします。

メインフレーム・ジョブ・パラメーターの使用
メインフレームの式でジョブ・パラメーターを使用できます。
式エディターに、定義済みジョブ・パラメーターのリストがあります。
ジョブ・パラメーターの実際の値は、ジョブと共にメインフレームにアップロード
する別のファイルに指定します。

コード生成の制御
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「環境」ページを使用して、メインフレー
ム・ジョブのコードの生成方法を制御します。
「環境」ページには以下のフィールドがあります。
v 「DBMS」。 デザインに Relational ステージが含まれる場合、コード生成処理
は、JCL ファイルに組み込むデータベースの詳細をここで確認します。 これらの
フィールドがブランクの場合は、 IBM InfoSphere DataStage アドミニストレータ
ーで指定されたプロジェクト・デフォルトを使用します。
– 「システム名」。 ジョブで Relational ステージが使用するデータベースの名
前。 指定されていない場合、プロジェクト・デフォルトが使用されます。
– 「ユーザー名」と「パスワード」。 ジョブ全体で使用されます。 指定されて
いない場合、プロジェクト・デフォルトが使用されます。
– 「コミットごとの行数」。 コミットされる前に DB2 データベースに書き込ま
れる行数を定義します。 デフォルト設定は 0 で、すべての行が処理された後
にコミットすることを意味します。 数値を入力すると、指定された数の行が
処理された後にコミットが行われます。 挿入の場合、1 行のみが書き込まれ
ます。 更新または削除の場合、複数行の書き込みが可能です。 ただし、エラ
ーが検出されると、ロールバックが行われます。
v 「Teradata」。 デザインに Teradata ステージが含まれる場合、コード生成処理
は、JCL ファイルに組み込むデータベースの詳細をここで確認します。
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– 「TDP ID」と「アカウント ID」。 ジョブ全体にわたって Teradata ステージ
で使用される接続詳細。
– 「ユーザー ID」と「パスワード」。 ジョブ全体で使用されます。

拡張変数値の指定
JCL テンプレートをカスタマイズして拡張変数を追加している場合は、「ジョブ・
プロパティー」ウィンドウの「拡張」ページで、特定ジョブに対するこれらの変数
の値を指定できます。
「拡張」ページには、以下の列を持つグリッドがあります。
v 「名前」。 拡張変数の名前。 名前は英字で始まり、英数字以外は使用できませ
ん。 大文字でも、小文字でも、それを組み合わせてもかまいません。
v 「値」。 このジョブで拡張変数に設定する値。 この値について検証は行われま
せん。

オペレーショナル・メタデータの構成
メインフレーム・ジョブがオペレーショナル・メタデータを生成する場合、メタデ
ータの処理方法の詳細を「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「オペレーショナ
ル・メタデータ」ページで指定できます。
「オペレーショナル・メタデータ」ページには、次のフィールドがあります。
v 「マシン・プロファイル」。 必要な詳細の一部またはすべてを含むマシン・プロ
ファイルを既に指定してある場合、ドロップダウン・リストからそれを選択でき
ます。関連フィールドが自動的に入力されています。
v 「IP アドレス」。 プログラムを実行し、オペレーショナル・メタデータを生成
するマシンの IP ホスト名/アドレス。
v 「ファイル交換方式」。 FTP または直接接続を選択します。
v 「ユーザー名」。 マシンに接続するためのユーザー名。
v 「パスワード」。 マシンに接続するためのパスワード。
v 「XML ファイル・ターゲット・ディレクトリー」および「XML ファイル用デー
タ・セット名」。 オペレーショナル・メタデータを記録する XML ファイルの
ターゲット・ディレクトリーとデータ・セット名を指定します。
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第 9 章 オブジェクトの比較
リポジトリーに多数のオブジェクトが存在する場合、オブジェクトを比較して、そ
の差異を把握することが必要な場合もあります。
同じタイプの 2 つのオブジェクトが比較可能です。 例えば、パラレル・ジョブを
別のパラレル・ジョブと比較できます。 以下のオブジェクトを比較できます。
v パラレル・ジョブ
v サーバー・ジョブ
v メインフレーム・ジョブ
v ジョブ・シーケンス
v パラレル共有コンテナー
v サーバー共有コンテナー
v パラレル・ルーチン
v サーバー・ルーチン
v メインフレーム・ルーチン
v 表定義
v データ接続
同じプロジェクト内の 2 つのオブジェクトを比較することも、2 つの異なるプロジ
ェクトにある 2 つのオブジェクトを比較することもできます。 例えば、MK_team
という名前のプロジェクト内の CA_address_data という名前の表定義を、WB_team
という名前のプロジェクト内の Cal_addresses という名前の表と比較できます。
デザイナー・クライアントには、2 つのオブジェクト間のすべての差異の説明が、
階層ツリー構造で表示されます。 ツリーのブランチを展開して、詳細を表示できま
す。 説明内の下線が付いたリンクをクリックすると、変更されたオブジェクトが表
示されます。
表示される詳細は、比較するオブジェクトのタイプによって異なります。 例えば、
次の図は、2 つの表定義を比較した結果を示しています。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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図 13. 2 つの表定義の比較結果

複数行テキスト (ルーチンのソース・コードなど) で差異があるオブジェクトを比較
する場合、変更ツリーに「ビュー」ボタンが表示されます。「ビュー」をクリック
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すると、ソース・コードが表示されます。 デフォルトで、ソースは Notepad に表
示されますが、デザイナー・クライアント・オプションで別のアプリケーションを
選択できます。 比較ツール・オプションを表示するには、「ツール」 > 「オプシ
ョン」を選択してから、「比較ツール」を選択してください。

同じプロジェクト内のオブジェクトの比較
リポジトリー・ツリーで 2 つのオブジェクトを両方選択するか、1 つのオブジェク
トを選択してからもう 1 つのオブジェクトを参照するかして、同じプロジェクト内
のオブジェクトを比較できます。

このタスクについて
デザイナー・クライアントが、2 つのオブジェクトを比較し、結果をウィンドウに
表示します。 この結果には、2 つのオブジェクトの相違が示されています。

手順
1. リポジトリー・ツリーで、比較する 1 つ目のオブジェクトを選択してから、次
のいずれかのタスクを実行します。
v Ctrl キーを押しながらツリーで 2 つ目のオブジェクトをクリックし、右クリ
ックして「選択済みの比較」を選択します。
v 右クリックして「比較の対象」を選択してから、オブジェクトを参照して選択
し、「OK」をクリックします。
2. ウィンドウで結果を確認します。

異なるプロジェクト内のオブジェクトの比較
異なるプロジェクトにある 2 つのオブジェクトを比較することができます。

このタスクについて
デザイナー・クライアントは、異なるプロジェクト内にある同じタイプの 2 つのオ
ブジェクトを比較し、結果をウィンドウに表示します。この結果には、2 つのオブ
ジェクトの相違が示されています。

手順
1. リポジトリー・ツリーで、比較する 1 つ目のオブジェクトを選択します。
2. 右クリックして「プロジェクト間の比較」を選択します。
3. 「アタッチ」をクリックします。
4. 「プロジェクトへアタッチ」ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力し、
「プロジェクト」リストからアタッチするプロジェクトを選択します。
5. 「OK」をクリックすると、選択したプロジェクトのリポジトリー・ツリーがフ
ィルタリングされて表示されます。 フィルタリングされたビューには、適格な
オブジェクトが含まれるフォルダーのみが表示されます。
6. ツリーを参照し、1 つ目のオブジェクトと比較するオブジェクトを選択します。
7. 「OK」をクリックします。
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比較のコマンド・ライン・ツール
diffapicmdline コマンドは、比較オペレーションをスクリプトにビルドするために
使用する Microsoft Windows アプリケーションです。こうしたスクリプトは、オブ
ジェクトおよびプロジェクトを処理するために使用可能な他のコマンド・ライン・
ツールと結合することができます。

構文
diffapicmdline.exe /lhscd "left_side_connection_details"
/rhscd "right_side_connection_details"
/t difftype /ot output_type
/ol output_location

left_side_connection_details
比較の左辺の接続の詳細。こうした詳細は、比較する最初のオブジェクトに関連
しています。接続の詳細は、二重引用符で囲みます。
/AF=authfile |
/URL=domainURL /H=hostname [/U=username [/P=password]] |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
project_name object_name

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
domainURL
ログオン先ドメインの完全な形式の URL。URL には、ドメインのプロトコ
ル、ホスト、およびポート情報が https://domain:port の形式で含まれて
います。指定されていない場合、ポートのデフォルトは 9443 です。
domain | domain:port_number
アプリケーション・サーバーの名前。このパラメーターにはポート番号を指
定することもできます。
hostname
オブジェクトを比較する InfoSphere Information Server エンジンのホスト
名。
username
アプリケーション・サーバーへの接続に使用するユーザー名。
password
アプリケーション・サーバーとの接続に使用している username のパスワー
ド。
project_name
オブジェクトが入っているプロジェクトの名前。
object_name
比較されるオブジェクトの名前。
表定義オブジェクトの名前には、リポジトリー・ツリーに表示される名前でな
く、データ・ロケーター名を指定する必要があります。 データ・ロケーター名
は、表定義のプロパティー・ウィンドウに表示されます。
ドメインとホスト名の詳細しか指定していない場合、ユーザー名とパスワードを
入力するように求めるプロンプトが出されます。(パスワードは、コマンド・ウ
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ィンドウに入力しても表示されません。) ドメイン、ホスト名、およびユーザー
名の詳細を指定した場合、パスワードを入力するように求めるプロンプトが出さ
れます。.
right_side_connection_details
比較の右辺の接続の詳細。こうした詳細は、比較する 2 番目のオブジェクトに
関連しています。プロジェクトが異なる 2 つのオブジェクトを比較する場合の
み、完全な接続の詳細を指定する必要があります。 それ以外の場合は、オブジ
ェクト名を指定するだけでかまいません。 接続の詳細の構文は、
left_side_connection_details パラメーターと同じです。
difftype
比較するオブジェクトのタイプ。 このパラメーターには以下の値のみが受け入
れられます。
Job
SharedContainer
Routine
TableDef

output_type
比較出力のフォーマット。 フォーマットは常に HTML です。
output_location
出力ファイルの絶対パス。
diffapicmdline コマンドを実行すると、以下のいずれかのコードが返されます。
v 0: 比較の成功を示します。
v 1: コマンド・ラインにエラーがあることを示します。
v 2: クライアントがオブジェクトを比較できないことを示します。

コマンド・ラインからの比較の例
以下のコマンドは、exercise1 ジョブを new_exercise ジョブと比較します。両方
のジョブとも tutorial プロジェクトにあります。出力は C:¥compare_output.html
ファイルに送られます。
diffapicmdline.exe /lhscd "/d=localhost:9443 /h=R101 /u=billg /p=paddock
tutorial exercise1" /rhscd "new_exercise1" /t job /ot html /ol
C:¥compare_output.html
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第 10 章 検索と影響分析
ジョブ・デザインの変更が必要な場合、またはコンポーネントを再利用する場合
は、それらを検索して、これから行う変更によってその他のジョブが影響を受けな
いことを確認するための影響分析を実行することをお勧めします。

検索機能
検索機能を使用して、リポジトリー内のオブジェクトを検索したり、オブジェクト
を使用している他のオブジェクトを検索します。
リポジトリー・ツリーには、多数の検索機能があります。 クイック検索は、参照ウ
ィンドウでも、デザイナー・クライアント・ウィンドウでも、リポジトリー・ツリ
ーが表示されるところであれば、どこでも使用できます。 拡張検索は、デザイナ
ー・クライアント・ウィンドウから使用できます。

クイック検索
クイック検索機能を使用して、オブジェクトの名前、またはオブジェクトの名前と
説明を対象にテキスト・ストリングを検索します。

このタスクについて
検索を特定タイプのオブジェクトに制限することができます。例えば、特定のジョ
ブを検索できます。 デザイナー・クライアント・ウィンドウでリポジトリー・ツリ
ーの上部に「クイック検索」ウィンドウを常時開いておき、リポジトリー・ツリー
が表示されるすべてのウィンドウからそれにアクセスすることができます。
クイック検索では、ワイルドカードの使用がサポートされています。 アスタリスク
により、ゼロ個以上の文字を表すことができます。

手順
1. リポジトリー・ツリーの右上隅の「クイック検索を開く」をクリックし、クイッ
ク検索ウィンドウを開きます。
2. 検索する名前を「検索する名前」フィールドに入力します。 以前に行った検索
を再び行う場合は、名前ボックスの下矢印をクリックして、ドロップダウン・リ
ストから前の検索を選択します。
3. オブジェクトの名前と共に説明も検索に取り込む場合は、「説明を含める」チェ
ック・ボックスを選択します (オブジェクト・タイプに簡略説明と詳細説明の両
方がある場合はそれらが含められます)。
4. 検索を特定タイプのオブジェクトに制限する場合は、「検索するタイプ」のドロ
ップダウン・リストからそのオブジェクト・タイプを選択します。
5. 検索の詳細を指定した後、「検索」をクリックします。
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例
以下にクイック検索の例を示します。ここでは、「copy」という名前のオブジェク
トをすべて検索した結果、IBM InfoSphere DataStage は、この条件を満たすジョブ
を 1 つ検出しました。 検出されたジョブは、ツリー内で強調表示されます。
InfoSphere DataStage は、2 件の一致があるとレポートしていますが、その理由は
Copy ステージ・オブジェクトも検出されるためです。ジョブのみを検索する場合
は、「検索するタイプ」リストでジョブを選択できます。 タイトルに「copy」が含
まれるジョブをすべて検索するには、「*copy*」を「検索する名前」フィールドに
入力します。これで検索を行うと、「copy」と「copy2」というジョブが見つかりま
す。

図 14. クイック検索の例

クイック検索で検索条件に一致するオブジェクトが複数見つかった場合は、必要に
応じてフォルダーが展開され、各オブジェクトがツリー内で強調表示されます。 次
のオブジェクトを表示するには、「次へ」をクリックします。「n 件の一致」リン
クをクリックすると、「拡張検索」ウィンドウが開き、検出されたすべてのオブジ
ェクトをウィンドウに表示できます。
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拡張検索
拡張検索を使用すると、詳細な検索を実行できます。

このタスクについて
拡張検索では、リポジトリー・ツリー構造に関係なく、すべての検索結果が 1 つの
ウィンドウにまとめて表示されます。
拡張検索機能にアクセスするには、次のいずれかのアクションを実行します。
v メインのリポジトリー・ツリーで「クイック検索」ウィンドウを開き、「拡張
...」をクリックします。
v クイック検索を使用して検索を実行してから、「n 件の一致」ハイパーリンクを
クリックします。
v メインメニューから「ツール」 > 「拡張検索」を選択します。
v リポジトリー・ツリーでフォルダーを選択してから、次のいずれかのアクション
を実行します。
– メインメニューから「リポジトリー」 > 「このフォルダーで検索」 > 「拡張
検索を開く」を選択します。
– ポップアップ・メニューから「このフォルダーで検索」 > 「拡張検索を開
く」を選択します。
– メインメニューから「リポジトリー」 > 「このフォルダーで検索」 > 「自分
が作成したオブジェクト」、「今日自分が作成したオブジェクト」、または
「この 1 週間に自分が作成したオブジェクト」を選択します。
– ポップアップ・メニューから「このフォルダーで検索」 > 「自分が作成した
オブジェクト」、「今日自分が作成したオブジェクト」、または「この 1 週
間に自分が作成したオブジェクト」を選択します。
– メインメニューから「リポジトリー」 > 「このフォルダーで検索」 > 「最後
に変更したのが自分であるオブジェクト」、「今日の自分の変更が最終変更で
あるオブジェクト」、または「この 1 週間に自分が変更したのが最終変更で
あるオブジェクト」を選択します。
– ポップアップ・メニューから「このフォルダーで検索」 > 「最後に変更した
のが自分であるオブジェクト」、「今日の自分の変更が最終変更であるオブジ
ェクト」、または「この 1 週間に自分が変更したのが最終変更であるオブジ
ェクト」を選択します。

拡張検索の実行
拡張検索では、複数の検索条件を指定できます。

このタスクについて
次の検索条件のすべて、または一部を使用できます。
v 「名前」。 検索するオブジェクトの名前を入力します。 リストに、検索した最
新 50 件の名前が選択肢として表示されます。必要に応じて、この中から 1 つを
選択できます。 検索する名前を指定するか、ワイルドカード文字としてアスタリ
スク (*) を入力する必要があります。

第 10 章 検索と影響分析

187

v 「オブジェクトの説明内のテキスト」。オブジェクトの説明内で検索するテキス
トをこのフィールドに入力するか、直前に行った 50 件の検索のリストから 1 つ
を選択します。
v 「検索するフォルダー」。 検索を開始するルート・フォルダーを指定します。
最上位のプロジェクト・フォルダーがデフォルトで選択されていますが、リポジ
トリー・ツリーを参照して他のフォルダーを指定できます。 以前に検索したフォ
ルダーのリストから選択することもできます。
v 「タイプ」。 検索するオブジェクト・タイプをリストから 1 つ以上選択しま
す。 ここで選択を行うと、「タイプ」の横に、チェックマークが入った緑の円が
示されます。 この条件はオプションです。特定のタイプを選択しない場合、列定
義を除くすべてのオブジェクトが検索されます。
v 「作成情報」。 特定のユーザーによって作成されたオブジェクト、または特定の
日付か日付の範囲内に作成されたオブジェクトを検索できます。
v 「最終変更情報」。 特定のユーザーによって最終変更されたオブジェクト、また
は特定の日付か日付の範囲内に最終変更されたオブジェクトを検索できます。
v 「タイプ固有」。 表定義を指定して、共有リポジトリー内で同じ表定義にリンク
されている、プロジェクト内のその他の表定義をすべて検索できます。
v 「オプション」。 オプションを使用して、より詳細な検索条件を追加できます。
「名前」または「オブジェクトの説明内のテキスト」で検索できます。 その他は付
加的な項目であり、それらを複数指定した場合、すべての追加条件に一致しない
と、オブジェクトは検索条件を満たすと判断されません。

手順
1. 名前を「名前」フィールドに入力します。
2. オプションで、追加検索条件を指定します (複数可)。
3. 「検索」をクリックします。

タスクの結果
リポジトリー内で検索条件に一致したオブジェクトの名前と詳細が、「結果 - 詳
細」タブにリストされます。 リスト内の項目を選択し、それらに対して、ショート
カット・メニューからさまざまな操作を実行できます。 選択できる操作はオブジェ
クト・タイプによって異なりますが、以下が含まれます。
v 「従属性の検索」と「使用場所の検索」。
v 「エクスポート」。 「リポジトリー・エクスポート」ウィンドウが開き、選択し
たオブジェクトを .dsx または .xml ファイルにエクスポートできます。
v 「マルチ・ジョブ・コンパイル」。 ジョブおよびジョブ・シーケンスの場合に使
用できます。 複数ジョブ・コンパイラー・ツールが開きます。
v 「編集」。 ジョブおよびジョブ・シーケンスの場合に使用できます。選択したジ
ョブをジョブ・デザイン・キャンバスで開きます。
v 「パレットに追加」。 現在開いているパレットにオブジェクトが追加され、この
後の操作ですぐに使用できます。
v 「コピーの作成」。 選択したオブジェクトのコピーが CopyOfObjectName とい
う名前で作成されます。
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v 「名前の変更」。 この操作を使用して、選択済みオブジェクトの名前を変更しま
す。
v 「削除」。 この操作を使用して、選択済みオブジェクトを削除します。
v 「プロパティー」。 選択したオブジェクトの「プロパティー」ウィンドウが開き
ます。 すべてのオブジェクトが、そのオブジェクトに関する詳細を指定した、関
連のプロパティーを保持します。
拡張検索処理の結果は、XML ファイルまたはレポートとして保存できます。 レポ
ートは、レポート作成先コンソールで表示できます。
次に示す例は、名前が「exercise」という語で始まり、説明に「tutorial」という
語が含まれるオブジェクト名を検索します。結果には、これらの条件に一致する 4
つのオブジェクトが表示されています。

共有表定義の検索
共有メタデータから派生する表定義がある場合、拡張検索を使用して、プロジェク
ト内で同一共有表から派生するすべての表定義を見つけることができます。
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手順
1. リポジトリー・ツリーで表定義を選択します。
2. 右クリックして、ポップアップ・メニューから「共有表定義の検索」を選択しま
す。

タスクの結果
次のいずれかの方法でも検索を実行できます。
v リポジトリー・ツリーから「リポジトリー拡張検索」ウィンドウを開き、「タイ
プ固有」フィルターを使用してソース表定義を選択します。
v 既存の拡張検索または影響分析の結果表示で表定義オブジェクトを右クリックし
て、ポップアップ・メニューから「共有表定義の検索」を選択します。

列定義の検索
拡張検索機能を使用して、個々の列定義を検索できます。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに保管されている表定義内の列定義を検索
したり、ジョブや共有コンテナーの列定義を検索できます。検索するフォルダー、
列定義の作成日や変更日、または列定義の作成者や変更者などのその他の検索条件
を指定して、検索を絞り込むことができます。

手順
1. 検索する列の名前を「検索する名前」フィールドに入力します。 類似した名前
を持つ多数の列を検索する場合は、ワイルドカード文字を使用できます。
2. 「タイプ」リストで、「表定義の列」または「ジョブまたは共有コンテナーの
列」を選択します。表定義の列に加えてジョブと共有コンテナーの列を検索する
には、両方を選択します。
3. 必要に応じて、その他の検索条件を指定します。
4. 「検索」をクリックして、列を検索します。

影響分析
影響分析機能を使用して、各オブジェクトが使用されている場所や、各オブジェク
トが従属するその他のオブジェクトを調査します。
影響分析機能は、あるオブジェクトを変更する場合に、その変更がその他のオブジ
ェクトまたはジョブ・デザインに与える影響を調査するのに役立ちます。 例えば、
表定義を編集する場合、その表定義から派生する列定義を持つジョブを検索して、
それらのジョブも変更が必要になるかどうか、事前に検討することができます。
影響分析照会には、次の 4 タイプがあります。
使用場所
選択済みオブジェクトを使用しているその他のオブジェクトを検索します。
例えば、選択済みオブジェクトがルーチンの場合、使用場所照会は、そのル
ーチンを使用するすべてのジョブをリストします。
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使用場所 (掘り下げ)
選択済みオブジェクトを使用しているその他のオブジェクトと、さらにその
ようなその他のオブジェクトを使用しているオブジェクトを検索します。
例えば、選択済みオブジェクトがルーチンの場合、使用場所 (掘り下げ) 照
会は、そのルーチンを使用するすべてのジョブに加えて、それらのジョブを
使用するジョブ・シーケンスもすべてリストします。
従属性
選択済みオブジェクトが従属するオブジェクトを検索します。 例えば、ジ
ョブは特定のルーチンに従属する場合があります。
従属性 (掘り下げ)
選択済みオブジェクトが従属するオブジェクトと、さらにそれらのオブジェ
クトが従属するオブジェクトを検索します。 例えば、ジョブ・シーケンス
はジョブに従属する場合がありますが、さらにそのジョブがルーチンに従属
していることもあります。

影響分析とオブジェクト・タイプ
影響分析検索機能を使用して、特定のオブジェクトを使用しているその他のオブジ
ェクト、または特定のオブジェクトが従属するその他のオブジェクトを調査しま
す。
使用場所照会または従属性照会を実行する対象のオブジェクト・タイプが異なる
と、照会結果で識別されるオブジェクト・タイプが特定タイプになることがありま
す。
表 2. 影響分析とオブジェクト
オブジェクト・タイプ

使用場所照会

従属性照会

データ・エレメント

パラレル・ジョブ、サーバ
ー・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、パラレル共有コンテナ
ー、サーバー共有コンテナ
ー、表定義、変換処理

なし

IMS データベース

メインフレーム・ジョブ

表定義

IMS ビューセット

メインフレーム・ジョブ

表定義

メインフレーム・ジョブ

なし

IMS データベース、IMS ビ
ューセット、マシン・プロフ
ァイル、メインフレーム・ル
ーチン、メインフレーム・ス
テージ・タイプ、表定義

パラレル・ジョブ

シーケンス・ジョブ

データ・エレメント、パラレ
ル・ルーチン、サーバー・ル
ーチン、パラレル共有コンテ
ナー、サーバー共有コンテナ
ー、ルール指定、パラレル・
ステージ・タイプ、サーバ
ー・ステージ・タイプ、表定
義、変換処理、パラメータ
ー・セット、データ接続
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表 2. 影響分析とオブジェクト (続き)
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オブジェクト・タイプ

使用場所照会

従属性照会

サーバー・ジョブ

シーケンス・ジョブ

データ・エレメント、サーバ
ー・ルーチン、サーバー共有
コンテナー、サーバー・ステ
ージ・タイプ、表定義、変換
処理、パラメーター・セッ
ト、データ接続

シーケンス・ジョブ

シーケンス・ジョブ

データ・エレメント、パラレ
ル・ジョブ、サーバー・ジョ
ブ、シーケンス・ジョブ、パ
ラレル・ルーチン、サーバ
ー・ルーチン、パラレル共有
コンテナー、サーバー共有コ
ンテナー、ルール指定、パラ
レル・ステージ・タイプ、サ
ーバー・ステージ・タイプ、
表定義、変換処理、パラメー
ター・セット、データ接続

マシン・プロファイル

メインフレーム・ジョブ

なし

ルール指定

パラレル・ジョブ、シーケン
ス・ジョブ、パラレル共有コ
ンテナー、ルール指定

ルール指定

メインフレーム・ルーチン

メインフレーム・ジョブ

なし

パラレル・ルーチン

パラレル・ジョブ、シーケン
ス・ジョブ、パラレル共有コ
ンテナー

なし

サーバー・ルーチン

パラレル・ジョブ、サーバ
ー・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、サーバー・ルーチン、
パラレル共有コンテナー、サ
ーバー共有コンテナー

サーバー・ルーチン

パラレル共有コンテナー

パラレル・ジョブ、シーケン
ス・ジョブ、パラレル共有コ
ンテナー

データ・エレメント、パラレ
ル・ルーチン、サーバー・ル
ーチン、パラレル共有コンテ
ナー、サーバー共有コンテナ
ー、ルール指定、パラレル・
ステージ・タイプ、サーバ
ー・ステージ・タイプ、表定
義、変換処理、パラメータ
ー・セット、データ接続

サーバー共有コンテナー

パラレル・ジョブ、サーバ
ー・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、パラレル共有コンテナ
ー、サーバー共有コンテナー

データ・エレメント、サーバ
ー・ルーチン、サーバー共有
コンテナー、サーバー・ステ
ージ・タイプ、表定義、変換
処理、パラメーター・セッ
ト、データ接続

メインフレーム・ステージ・
タイプ

メインフレーム・ジョブ

なし
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表 2. 影響分析とオブジェクト (続き)
オブジェクト・タイプ

使用場所照会

従属性照会

パラレル・ステージ・タイプ

パラレル・ジョブ、シーケン
ス・ジョブ、パラレル共有コ
ンテナー

なし

サーバー・ステージ・タイプ

サーバー・ジョブ、パラレ
ル・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、サーバー共有コンテナ
ー、パラレル共有コンテナー

なし

シーケンス・ステージ・タイ
プ

シーケンス・ジョブ

なし

表定義

メインフレーム・ジョブ、サ 表定義、データ・エレメント
ーバー・ジョブ、パラレル・
ジョブ、シーケンス・ジョ
ブ、サーバー共有コンテナ
ー、パラレル共有コンテナ
ー、表定義、IMS データベー
ス、IMS ビューセット

列定義

サーバー・ジョブ、パラレ
ル・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、サーバー共有コンテナ
ー、パラレル共有コンテナー

なし

変換処理

サーバー・ジョブ、パラレ
ル・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、サーバー共有コンテナ
ー、パラレル共有コンテナー

データ・エレメント

データ接続

サーバー・ジョブ、パラレ
ル・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、サーバー共有コンテナ
ー、パラレル共有コンテナー

パラメーター・セット

パラメーター・セット

サーバー・ジョブ、パラレ
ル・ジョブ、シーケンス・ジ
ョブ、サーバー共有コンテナ
ー、パラレル共有コンテナ
ー、データ接続

なし

使用場所照会の実行
使用場所照会は、リポジトリー・ツリーから直接実行するか、「リポジトリー拡張
検索」ウィンドウから実行できます。

このタスクについて
次の手順で、使用場所照会をリポジトリー・ツリーから直接実行できます。

手順
1. リポジトリー・ツリーでオブジェクトを選択します。
2. 右クリックしてポップアップ・メニューを開くか、メインメニュー・バーから
「リポジトリー」 メニューを開きます。
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3. 選択済みオブジェクトを使用する任意のタイプのオブジェクトを検索する場合
は、「使用場所の検索」 > 「すべてのタイプ」または「使用場所の検索 (掘り
下げ)」 > 「すべてのタイプ」を選択します。
4. 検索を特定タイプのオブジェクトに制限する場合は、「使用場所の検索」 >
「オブジェクト・タイプ」または「使用場所の検索 (掘り下げ)」 > 「オブジェ
クト・タイプ」を選択します。

タスクの結果
検索結果は、「リポジトリー拡張検索」ウィンドウに表示されます。 掘り下げ検索
の結果には、検索オブジェクトを使用するオブジェクトに関係するすべてのオブジ
ェクトが表示されます。
「リポジトリー拡張検索」ウィンドウから使用場所照会を実行:
このタスクについて
次の手順で、使用場所照会を「リポジトリー拡張検索」ウィンドウから実行できま
す。
手順
1. 左のペインで「使用場所」項目をクリックし、使用場所ツールを開きます。
2. 「追加」をクリックします。
3. 「項目の選択」ウィンドウで、使用場所照会を実行するオブジェクトを参照して
選択し、「OK」をクリックします。
4. 「使用場所」ウィンドウに続けてオブジェクトを追加すると、使用場所照会を実
行するオブジェクトのリストを作成できます。
5. 検索実行の準備ができたら「検索」をクリックします。 結果は、「リポジトリ
ー拡張検索」ウィンドウの「結果 - 詳細」タブと「結果 - 図」タブに表示され
ます。
6. 「リポジトリー拡張検索」ウィンドウで結果を確認する際、結果をテキスト・リ
ストとして表示する場合は「結果 - 詳細」タブをクリックします。図で結果を
表示する場合は、「結果 - 図」タブをクリックしてください。
タスクの結果
結果をテキスト・リストとして表示すると、各オブジェクトで検出された従属性パ
スのうち、先頭の 3 件のみが「サンプルの従属性パス」フィールドに結果としてリ
ストされるため、注意してください。 オブジェクトの従属性パスをすべて表示する
には、オブジェクトを右クリックして、「オブジェクトへの従属性パスの表示」を
選択します。

列定義に対する使用場所照会の実行
個々の列定義に対して使用場所照会を実行して、特定の列定義が使用されている場
所を検索できます。
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このタスクについて
列定義を対象にした使用場所照会の実行と、他のリポジトリー・オブジェクトを対
象にした使用場所照会の実行は、異なります。なぜなら、リポジトリー・ツリー内
で、個々の列定義は独立したオブジェクトとして表示されないからです。 照会は、
次の場所から実行できます。
v 列の拡張検索の結果。
v リポジトリー・ツリーで表定義を選択した後。
v 「リポジトリー拡張検索」ウィンドウ。

タスクの結果
照会を実行すると、選択済み列を使用しているジョブまたは共有コンテナーが表示
されます。
列の拡張検索の結果から使用場所照会を実行:
このタスクについて
次の手順で、列の拡張検索の結果から照会を実行できます。
手順
1. 「リポジトリー拡張検索」ウィンドウの「結果」ペインで、1 つ以上の列を選択
します。
2. 右クリックして、ポップアップ・メニューから「使用場所」を選択します。
リポジトリー・ツリーから使用場所照会を実行:
このタスクについて
次の手順で、リポジトリー・ツリーから照会を実行できます。
手順
1. リポジトリー・ツリーで、照会する列を含んでいる表定義を選択します。
2. 右クリックして、ポップアップ・メニューから「列の使用場所の検索」を選択し
ます。
3. 「表列」ウィンドウで、1 つ以上の列を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
「リポジトリー拡張検索」ウィンドウから使用場所照会を実行:
このタスクについて
次の手順で、「リポジトリー拡張検索」ウィンドウから照会を実行できます。
手順
1. 「リポジトリー拡張検索」ウィンドウを開きます。
2. 左のペインで「使用場所」項目をクリックします。
3. 「追加」をクリックします。
4. 「項目の選択」ウィンドウで、照会する列 (複数可) を選択します。
5. 「OK」をクリックします。
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6. 「検索」をクリックします。

列のデータ・リネージュの表示
ジョブ・デザイン内の特定のデータ列のデータ・リネージュを表示できます。 デー
タ・リネージュは、列定義の使用をジョブに沿ってトレースします。

このタスクについて
以前に検索した任意の列のデータ・リネージュを表示したり、ジョブまたは共有コ
ンテナーを開いて、データ・リネージュを表示する列を選択できます。 ジョブまた
は共有コンテナーの中で、その列を使用するステージとリンクは強調表示されま
す。 リンクには、列の使用法を説明するテキストが追加されます。 ランタイム列
伝搬を使用するジョブの場合、データ・リネージュは表示できません。
データ・リネージュは、以下の方法で表示できます。
v 以前に実行した列の検索によって開かれた「リポジトリー拡張検索」ウィンドウ
から。
v デザイナー・クライアントの「ダイアグラム」メニューから。
v ジョブ・デザインのステージのポップアップ・メニューから。
「リポジトリー拡張検索」ウィンドウからのデータ・リネージュの表示:
このタスクについて
ジョブまたは共有コンテナーを開いて、以前に検索した列のデータ・リネージュを
表示できます。
手順
1. 「リポジトリー拡張検索」ウィンドウで、ジョブまたは共有コンテナーを右クリ
ックします。
2. ポップアップ・メニューから「データ・フローの表示 (デザイン時)」を選択しま
す。
デザイナー・クライアントのメニューからのデータ・リネージュの表示:
このタスクについて
デザイナー・クライアントのメニューからデータ・リネージュの強調表示を有効に
できます。
手順
1. デザイナー・クライアントで、列のデータ・リネージュを強調表示するジョブま
たは共有コンテナーを開きます。
2. 「ダイアグラム」 > 「データ・フロー・ビューの構成」を選択します。
3. 「データ・フロー分析」ウィンドウで、「分析のタイプ」オプションのいずれか
を選択して、選択した列のデータの発生元を強調表示するか、データのフロー先
を強調表示するか、あるいはその両方を強調表示するかを指定します。
4. 「追加」をクリックして、ジョブで使用されるすべての列が表示されるブラウザ
ー・ウィンドウを開きます。 データ・リネージュを表示する列 (複数可) を選択
します。 代わりに、「すべて選択」をクリックして、すべての列を選択するこ
ともできます。
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ステージのポップアップ・メニューからのデータ・リネージュの表示:
このタスクについて
ステージのポップアップ・メニューからデータ・リネージュの強調表示を有効にで
きます。
手順
1. デザイナー・クライアントで、列のデータ・リネージュを強調表示するジョブま
たは共有コンテナーを開きます。
2. データ・リネージュを表示するステージを選択します。
3. ポップアップ・メニューから、次のいずれかの項目を選択します。
v データのフロー先の表示
v データ発生元の表示
v データのフロー先および発生元の表示
4. ブラウザー・ウィンドウで、データ・リネージュを表示する列 (複数可) を選択
します。 代わりに、「すべて選択」をクリックして、すべての列を選択するこ
ともできます。

データ・リネージュの強調表示を無効にする
ジョブまたは共有コンテナーの列のデータ・リネージュが強調表示されている場合
は、強調表示をオフにすることができます。

手順
1. デザイナー・クライアントで、データ・リネージュの強調表示を無効にするジョ
ブまたは共有コンテナーが、キャンバスの上で開かれていることを確認します。
2. 「ダイアグラム」 > 「データ・フローの表示 (デザイン時)」を選択して、強調
表示をオフにします。

従属性照会の実行
従属性照会は、リポジトリー・ツリーから直接実行するか、「リポジトリー拡張検
索」ウィンドウから実行できます。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage は、検索を実行して、結果を「リポジトリー拡張検索」
ウィンドウに表示します。 掘り下げ検索の結果には、検索オブジェクトに依存する
オブジェクトに関係するすべてのオブジェクトが表示されます。
リポジトリー・ツリーから従属性照会を直接実行:
このタスクについて
次の手順で、従属性照会をリポジトリー・ツリーから直接実行できます。
手順
1. リポジトリー・ツリーでオブジェクトを選択します。
2. 右クリックしてポップアップ・メニューを開くか、メインメニュー・バーから
「リポジトリー」 メニューを開きます。
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3. 選択済みオブジェクトが従属する任意のタイプのオブジェクトを検索する場合
は、「従属性の検索」 > 「すべてのタイプ」または「従属性の検索 (掘り下
げ)」 > 「すべてのタイプ」を選択します。
4. 検索を特定タイプのオブジェクトに制限する場合は、「従属性の検索」 > 「オ
ブジェクト・タイプ」または「従属性の検索 (掘り下げ)」 > 「オブジェクト・
タイプ」を選択します (ドロップダウン・メニューに、選択済みオブジェクトの
タイプで使用できるオブジェクトのタイプがすべてリストされます)。

「リポジトリー拡張検索」ウィンドウから従属性照会を実行:
このタスクについて
次の手順で、従属性照会を「リポジトリー拡張検索」ウィンドウから実行できま
す。
手順
1. 左のペインで「従属性」項目をクリックし、使用場所ツールを開きます。
2. 「追加」をクリックして、「項目の選択」ウィンドウを開きます。
3. 「項目の選択」ウィンドウで、従属性照会を実行するオブジェクトを参照して選
択し、「OK」をクリックします。 選択済みオブジェクトが「使用場所」ウィン
ドウに表示されます。 このウィンドウに続けてオブジェクトを追加すると、従
属性照会を実行するオブジェクトのリストを作成できます。
4. 検索実行の準備ができたら「検索」をクリックします。 結果は、「リポジトリ
ー拡張検索」ウィンドウの「結果 - 詳細」タブと「結果 - 図」タブに表示され
ます。
タスクの結果
結果をテキスト・リストとして表示すると、各オブジェクトで検出された従属性パ
スのうち、先頭の 3 件のみが「サンプルの従属性パス」フィールドに結果としてリ
ストされるため、注意してください。 オブジェクトの従属性パスをすべて表示する
には、オブジェクトを右クリックして、「オブジェクトへの従属性パスの表示」を
選択します。

照会結果の表示
影響分析照会の結果は、「リポジトリー拡張検索」ウィンドウに表示されます。
結果は、リスト形式またはグラフィカル表示で参照できます。 ウィンドウのツール
バーにあるツールを使用して、以下を実行できます。
v 結果を XML ファイルに保存します。
v 結果を HTML レポートとして保存します。
v グラフィカル表示のズームインまたはズームアウトを実行します。

使用場所照会の例
使用場所照会の結果には、特定のオブジェクトを使用しているその他のオブジェク
トが表示されます。
この例では、「TestDataElement」というデータ・エレメントを選択してから、使用
場所照会を実行しています。 結果から、このデータ・エレメントを使用する表定義
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が 3 つあることがわかります。 「結果 - 詳細」タブには、表定義オブジェクトが
リストされます。

図 15. 使用場所照会の例

リストから任意のオブジェクトを選択し、拡張検索で説明しているように、ポップ
アップ・メニューからそのオブジェクトの処理を実行できます。
影響分析照会の結果は、図形式でも表示されます。照会で検出されたオブジェクト
の関係が示されます。 結果を図形式で表示するには、「結果 - 図」タブをクリッ
クします。
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図 16. 結果を図表示で示している使用場所照会の例

従属性照会の例
従属性照会の結果には、特定のオブジェクトが従属するその他のオブジェクトが表
示されます。
この例では、「seq2seq」という単純なジョブに対して従属性照会を実行します。 こ
のジョブは、ジョブ・デザインのキャンバスに以下のように表示されます。

図 17. seq2seq ジョブ

次の図は、結果をグラフィック表示したものです。
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図 18. 従属性照会の結果のグラフィック

このビューから、特定のオブジェクトへの従属性パスを呼び出すことができます。
結果を図表示したビューアー・タブでそのオブジェクトを選択し、ポップアップ・
メニューから「ObjectName からの従属性パスの表示」を選択します。 このアクシ
ョンによって別のタブが開き、ジョブ内のオブジェクト間の関係が表示されます。
以下は、ジョブから表定義への従属性パスです。

図 19. 例の従属性パスの図表示

オブジェクトの横に正符号 (+) がある場合、正符号をクリックするとビューを展開
できます。
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図 20. 従属性パスが展開されたオブジェクト

負符号 (-) をクリックすると、元の表示に戻ります。

拡張検索のレポート作成
拡張検索または影響分析処理のレポートを生成できます。

このタスクについて
レポートは、XML ファイルとして生成されます。 このファイルは、スタイル・シ
ートが適用されて HTML に変換されるので、インターネット・ブラウザーまたは
IBM Information Server のレポート作成先コンソールで表示できます。

手順
1. 「ファイル」 > 「レポート生成」を選択します。
2. 「レポート詳細の入力」ウィンドウで次の詳細を指定します。
a. レポートの名前。
b. レポートの説明。
c. デフォルトのスタイル・シートを使用するか、カスタム・スタイル・シート
を指定するかを選択します。
3. 「OK」をクリックします。
4. レポートが生成され、レポート作成先コンソール・フォルダーに入ります。 こ
れは、レポート作成先コンソールまたはインターネット・ブラウザーで表示でき
ます。 「ツール」 > 「レポート作成先コンソール」を選択して、レポート作成
先コンソールを開きます。
5. レポートから XML ファイルを生成することもできます。これを行うには、「フ
ァイル」 > 「レポート生成」を選択し、ファイル名とファイルの宛先フォルダ
ーを指定します。
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第 11 章 デザインの共有と移動
ジョブ・デザインおよびコンポーネントは、インポートしたりエクスポートするこ
とで、共有したり移動できます。
IBM InfoSphere DataStage では、InfoSphere DataStage 開発システム間でジョブや他
のオブジェクトを移動するために、コンポーネントをインポートおよびエクスポー
トできます。 ジョブのインポートまたはエクスポート時に、InfoSphere DataStage
は、特定ジョブに必要な全コンポーネントがインポート/エクスポートに含まれるよ
うにします。
また、エクスポート機能を使用して、リポジトリー内にあるオブジェクトを記述す
る XML 文書を生成することもできます。 その文書は、Microsoft Internet Explorer
などのブラウザーで表示できます。 XML は、構造化された情報を含む文書用のマ
ークアップ言語です。 そうした文書を Web 上でパブリッシュするために使用でき
ます。 XML について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
v http://www.xml.com
v http://webdeveloper.com/xml
また、InfoSphere DataStage では、他のリソースへの投資を活用するために、
InfoSphere DataStage の外部からオブジェクトをインポートすることもできます。
表定義の他に、サーバー・ジョブ (BASIC トランスフォーマーまたはサーバー共有
コンテナーを使用したパラレル・ジョブ) で使用する ActiveX (OLE) 関数をインポ
ートできます。同様に、ルーチンで使用する Web サービス関数もインポート可能
です。 IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してさまざまなサード・パ
ーティー・ツールからメタデータをインポートできます。

オブジェクトのインポート
デザイナーでは、さまざまなオブジェクトをリポジトリーにインポートすることが
できます。
v 以前に他の InfoSphere DataStage プロジェクトからエクスポートされた IBM
InfoSphere DataStage コンポーネント (独自のフォーマットまたは XML)。
v 外部関数定義
v Web サービス関数定義
v IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータ
v 表定義
v IMS 定義

前にエクスポートされたオブジェクトのインポート
別の IBM InfoSphere DataStage 開発環境からエクスポートされた完全なプロジェク
ト、ジョブ、またはジョブ・コンポーネントをインポートできます。 テキスト・フ
ァイルまたは XML ファイルからコンポーネントのインポートが可能です。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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このタスクについて
ローカル・マシンからアクセスできるディレクトリーに、インポート元のファイル
をコピーしてください。
InfoSphere DataStage MVS Edition がインストールされている InfoSphere DataStage
システムには、メインフレーム機能をサポートするコンポーネントのみをインポー
トできます。 また、インポート先のシステムが、必要なプラットフォーム・タイプ
をサポートしていることを確認してください。
大規模なプロジェクトを HP システムにインポートする場合、1 ファイルに対して
32767 リンクという HP の制限に達することがあります。 この問題によって、「オ
ペレーティング・システム・ファイルを作成できません」というエラーでインポー
トが失敗します。
オブジェクト名の文字数には 255 文字の制限があります。 以前のシステムからエ
クスポートされたオブジェクトの中には、この制限を超えるものがある可能性があ
ります。
環境変数パラメーターを含んだジョブまたはパラメーター・セットをインポートす
る場合、環境変数がまだ存在しなければ、インポートによってその環境変数がプロ
ジェクト定義に追加されます。プロジェクト定義の環境変数値は、プロジェクトの
オリジナル・デフォルトが分かっていないので、空ストリングに設定されます。 環
境変数値が $PROJDEF に設定されると、自分でプロジェクトの中に環境変数値を設
定しなければならないことの警告が、インポートによって出されます。

手順
1. テキスト・ファイルからコンポーネントをインポートする場合は「インポート」
> 「DataStage コンポーネント...」、XML ファイルからコンポーネントをイン
ポートする場合は「インポート」 > 「DataStage コンポーネント (XML)...」を
選択します。 「DataStage リポジトリー・インポート」ウィンドウが開きます
(XML ファイルからのインポートではウィンドウが多少異なりますが、制御は同
じです)。
2. インポート元となるファイルのパスを入力するか、参照して指定します。
3. ファイルからリポジトリーにオブジェクトをインポートするには、「すべてイン
ポート」を選択して「OK」をクリックします。インポート中、リポジトリーに
同じ名前のオブジェクトが既に存在していると、警告が示され、それを上書きす
るかどうかを確認されます。 インポートの前に「確認なしで上書き」チェッ
ク・ボックスを選択しておくと、警告は表示されずに、既存のオブジェクトが自
動的に上書きされます。
ジョブ・コンポーネントをインポートすると、デザイナー・クライアントの現行
プロジェクトにインポートされます。
4. 選択したコンポーネントをファイルからリポジトリーにインポートするには、
「選択してインポート」を選択して「OK」をクリックします。 「選択してイン
ポート」ダイアログ・ボックスが表示されます。必要な項目を選択し、「OK」
をクリックします。 選択したジョブ・コンポーネントが、デザイナーの現行プ
ロジェクトにインポートされます。
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5. この特定のインポートに対して影響分析をオフにするには、「影響分析を実行」
チェック・ボックスを選択解除します。 (デフォルトでは、現在使用されている
コンポーネントを上書きするかどうか確認するために、すべてのインポートが検
査されます。この機能を無効にすると、大規模なインポートの処理速度が向上す
る可能性があります。 影響分析オプションを変更することによって、すべての
インポートに対してこれを無効にできます。)

コマンド・ラインからのインポートの使用
コマンド・ラインを使用して、コンポーネントをリポジトリーにインポートできま
す。
コマンド・ラインからインポートする方法は 2 とおりあります。 dsimport コマン
ドは Windows アプリケーションであり、メッセージ・ボックスでのユーザー対話
を必要とします (この方法で XML ファイルをインポートするには、XML2DSX を使用
します)。 dscmdimport コマンドはコマンド・ライン・アプリケーションであり、
自動実行が可能です (これは DSX ファイルと XML ファイルの両方をインポートし
ます)。
また、DSXImportService コマンドを使用して .dsx ファイルからオブジェクトをイ
ンポートすることもできます。

dsimport コマンド
dsimport コマンドは、InfoSphere DataStage コンポーネントを DSX ファイルから
リポジトリーにインポートするために使用する Microsoft Windows アプリケーショ
ンです。

構文
dsimport コマンドの構文は、以下のとおりです。
dsimport.exe /AF=authfile |
/URL=domainURL /H=hostname [/U=username [/P=password]] |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
/NUA project | /ALL | /ASK
dsx_pathname1 dsx_pathname2 ...

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
domainURL
ログオン先ドメインの完全な形式の URL。URL には、ドメインのプロトコル、
ホスト、およびポート情報が https://domain:port の形式で含まれています。
指定されていない場合、ポートのデフォルトは 9443 です。
domain | domain:port_number
サービス層のホスト名。 このパラメーターにはポート番号を指定することもで
きます。
hostname
ファイルのインポート先の InfoSphere Information Server エンジンのホスト名。
username
サービス層への接続に使用するユーザー名。
password
サービス層への接続に使用している username のパスワード。
第 11 章 デザインの共有と移動
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project | /ALL | /ASK
コンポーネントのインポート先のプロジェクトを指定します。すべてのプロジェ
クトにインポートする場合は /ALL を、インポート先のプロジェクトの入力を求
める場合は /ASK を指定します。
dsx_pathname
インポート元の .dsx ファイル。必要に応じて、複数のファイルを指定できま
す。
/AF オプションを使用せず、コマンドをユーザー対話なしに実行したい場合は、コ
マンド・ラインに接続の詳細をすべて指定する必要があります。コマンド・ライン
に接続の詳細の一部が指定されていない場合、「ログオン」ダイアログが表示され
ます。「ログオン」ダイアログには、コマンド・ラインからの値があらかじめ表示
されています。欠損値には最新の正常な接続からの値があらかじめ表示されます
が、「パスワード」フィールドは例外で、必ず指定する必要があります。パスワー
ドは、「ログオン」ダイアログに入力しても表示されません。
以下のコマンドは、jobs.dsx ファイル内のコンポーネントを R101 サーバー上の
dstage1 プロジェクトにインポートします。
dsimport.exe /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101
C:¥temp¥jobs.dsx

ターゲット・プロジェクトに定義されていない環境変数をジョブまたはパラメータ
ー・セットで使用する場合、デフォルトで、このコマンドがインポート時にそれら
を追加してくれます。 NOENV フラグを使用すると、この動作を無効にできます。イ
ンポート済みの環境変数パラメーターの場合、ターゲットのジョブまたはパラメー
ター・セットに設定される値には、エクスポート値が使用されます (現行プロジェ
クトのデフォルト値は (存在していても) 使用されません)。
エクスポートする環境変数パラメーターが値 $PROJDEF に設定されると、定義がプ
ロジェクトに追加されますが、値は空です。インポート後、Administrator Client を
使用するか、dsadmin コマンドを使用して、その環境変数にプロジェクト値を指定
する必要があります。

dscmdimport コマンド
dscmdimport コマンドは、InfoSphere DataStage コンポーネントを DSX ファイルま
たは XML ファイルからリポジトリーにインポートするために実行するコマンド・
ライン・アプリケーションです。このコマンドは、無人で実行できます。

構文
dscmdimport コマンドの構文は、以下のとおりです。コマンドのヘルプ・オプショ
ンを表示するには、コマンド・プロンプトに dscmdimport と入力します。
dscmdimport /AF=authfile |
/URL=domainURL /H=hostname [/U=username [/P=password]] |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
/NUA /NOENV project | /ALL | /ASK
pathname1 pathname2 ...
/V

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
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domain | domain:port_number
サービス層のホスト名。 このパラメーターにはポート番号を指定することもで
きます。
domainURL
ログオン先ドメインの完全な形式の URL。URL には、ドメインのプロトコル、
ホスト、およびポート情報が https://domain:port の形式で含まれています。
指定されていない場合、ポートのデフォルトは 9443 です。
hostname
ファイルのインポート先の InfoSphere Information Server エンジンのホスト名。
username
サービス層への接続に使用するユーザー名。
password
サービス層への接続に使用している username のパスワード。
NUA
このフラグを指定すると、使用状況分析が無効になります。 大規模なプロジェ
クトをインポートする場合は、この値を有効にします。
NOENV
このフラグを指定すると、インポートによる環境変数のプロジェクト定義への追
加が防止されます。 欠落したジョブ環境変数定義をプロジェクトに手動で追加
する場合に、このオプションを使用します。 このオプションを省略した場合、
デフォルトで、欠落した環境変数定義がインポートによってプロジェクトに追加
されます。
project | /ALL | /ASK
コンポーネントのインポート先のプロジェクトを指定します。すべてのプロジェ
クトにインポートする場合は /ALL を、インポート先のプロジェクトの入力を求
める場合は /ASK を指定します。
pathname
インポート元のファイル。 必要に応じて、複数のファイルを指定できます。フ
ァイルは、.dsx ファイルまたは .xml ファイル、あるいはその両方の組み合わ
せとすることができます。
/V このフラグを使用して詳細オプションをオンにします。
ドメインとホスト名の詳細しか指定していない場合、ユーザー名とパスワードを入
力するように求めるプロンプトが出されます。(パスワードは、コマンド・ウィンド
ウに入力しても表示されません。) ドメイン、ホスト名、およびユーザー名の詳細
を指定した場合、パスワードを入力するように求めるプロンプトが出されます。
以下のコマンドは、コンポーネントをファイル jobs.dsx から R101 サーバー上の
プロジェクト dstage1 にインポートします。
dscmdimport /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101
C:¥temp¥jobs.dsx

インポートからのメッセージは、デフォルトではコンソールに送られますが、より
大記号 (>) を使用すればファイルにリダイレクトできます。以下の例では、インポ
ートからのメッセージは、C:¥temp¥importlog ディレクトリーに送られます。
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dscmdimport /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am /H=R101
/NUA dstage99 C:¥temp¥project99.dsx
/V > C:¥temp¥importlog

ターゲット・プロジェクトに定義されていない環境変数をジョブまたはパラメータ
ー・セットで使用する場合、デフォルトで、このコマンドがインポート時にそれら
を追加してくれます。 NOENV フラグを使用すると、この動作を無効にできます。イ
ンポート済みの環境変数パラメーターの場合、ターゲットのジョブまたはパラメー
ター・セットに設定される値には、エクスポート値が使用されます (現行プロジェ
クトのデフォルト値は (存在していても) 使用されません)。
エクスポートする環境変数パラメーターが値 $PROJDEF に設定されると、定義がプ
ロジェクトに追加されますが、値は空です。インポート後、Administrator Client を
使用するか、dsadmin コマンドを使用して、その環境変数にプロジェクト値を指定
する必要があります。

XML2DSX コマンド
XML2DSX コマンドは、InfoSphere DataStage コンポーネントを XML ファイルからリ
ポジトリーにインポートするために使用する Microsoft Windows アプリケーション
です。

構文
XML2DSX コマンドの構文は、以下のとおりです。
XML2DSX.exe /AF=authfile |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
/N /I /V project_name file_name
/T template_name

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
domain | domain:port_number
アプリケーション・サーバーの名前。このパラメーターにはポート番号を指定す
ることもできます。
hostname
ファイルのインポート先の InfoSphere Information Server エンジンのホスト名。
username
サービス層への接続に使用するユーザー名。
password
サービス層への接続に使用している username のパスワード。
/N インポートがサイレントに実行されることを示すフラグ。
注意:
InfoSphere DataStage リポジトリー内の同じ名前の既存のコンポーネントは、
すべて上書きされます。
/I Designer Client で「DataStage コンポーネントのインポート」ウィンドウを開く
ことを示すフラグ。このフラグを使用すると、インポートするコンポーネントを
選択できます。
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/V バージョン番号など、XML2DSX アプリケーションの詳細を表示することを示すフ
ラグ。
project_name
InfoSphere Information Server エンジン上のアタッチ先 InfoSphere DataStage プ
ロジェクトの名前。このプロジェクトは、ファイルのインポート先の hostname
に存在しているものです。
file_name
インポート対象のコンポーネントを含む XML ファイルの名前。
template_name
XML ファイルを変換する場合に使用する XSLT テンプレートの名前。このパ
ラメーターがブランクの場合、デフォルトのテンプレートが使用されます。デフ
ォルト・テンプレートとは、InfoSphere DataStage がコンポーネントを XML に
エクスポートするときに使用されるテンプレートです。
/AF オプションを使用せず、コマンドをユーザー対話なしに実行したい場合は、コ
マンド・ラインに接続の詳細をすべて指定する必要があります。コマンド・ライン
に接続の詳細の一部が指定されていない場合、「ログオン」ダイアログが表示され
ます。「ログオン」ダイアログには、コマンド・ラインからの値があらかじめ表示
されています。欠損値には最新の正常な接続からの値があらかじめ表示されます
が、「パスワード」フィールドは例外で、必ず指定する必要があります。パスワー
ドは、「ログオン」ダイアログに入力しても表示されません。
以下のコマンドは、jobs.xml ファイル内のコンポーネントを R101 サーバー上の
dstage1 プロジェクトにインポートします。
XML2DSX.exe /D=domain:9443 /U=wombat /P=w1ll1am /N dstage1
/H=R101 C:¥temp¥jobs.xml

外部関数定義のインポート
この機能では、IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジョブのルーチンとして使用
する ActiveX (OLE) 関数をインポートできます。

このタスクについて
インポート時に InfoSphere DataStage は、ジョブでの関数の呼び出しを可能にする
ラッパーを作成し、リポジトリーにサーバー・ルーチンとして関数を保管します。
ラッパー (ActiveX 関数自体ではない) は「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボッ
クスを使用して編集できます (ルーチンの表示と編集を参照)。

手順
1. 「インポート」>「外部関数定義...」を選択します。 「変換処理関数定義のイン
ポート」ウィザードが表示され、インポートされる変換処理を含むファイルのパ
ス名を指定するよう求められます。 通常、これは DLL ファイルで、サーバ
ー・マシンにインストール済みである必要があります。
2. パス名を入力するか、参照して指定し、「次へ」をクリックします。 ウィザー
ドは、指定された DLL ファイルを調べて、含まれるオートメーション・クラス
を確認し、それをドロップダウン・リストに表示します。
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3. オートメーション・クラスを選択し、「次へ」をクリックします。ウィザード
は、オートメーション・クラスに問い合わせて、サポートされる適切な関数の詳
細を取得します。 それが表示されます。
4. インポートする関数を選択します。「次へ」をクリックします。 指定されたイ
ンポートの詳細が、ウィザードに表示されます。
5. この詳細内容に問題がなければ、「インポート」をクリックします。 InfoSphere
DataStage が必要なルーチンの生成を開始し、進行状況表示バーが表示されま
す。 完了すると、サマリー画面が表示されます。

タスクの結果
「完了」をクリックして、ウィザードを終了します。

Web サービス機能定義のインポート
Web サービス WSDL ファイルからルーチンを構成することができます。この機能
は、Web サービス・パックがインストールされている場合にのみ使用できます。

このタスクについて
WSDL ファイルで定義した操作から IBM InfoSphere DataStage ルーチンを作成でき
ます。 その後、そのルーチンをサーバー・ジョブ内の出力仕様式で使用できます。
例えば、このルーチンを Transformer ステージで使用して、入力行の列値から行内
の列値を計算する方法を決められます。
注: Web サービス・ルーチン・インポート機能を使用するには、まず、ルーチンを
取得する元の操作からメタデータをインポートしておく必要があります。 表定義の
インポートを参照してください。

手順
1. Web サービス処理からメタデータをインポートします。これには、「インポー
ト」>「表定義」>「Web サービス WSDL 定義」を使用します (表定義のイン
ポートを参照)。
2. 「インポート」>「Web サービス機能定義...」を選択します。 「Web サービ
ス・ブラウザー」が表示されます。
右上のパネルに、メタデータをロードした Web サービスが表示されます。 Web
サービスを選択すると、Web サービスで使用可能な操作が左上のペインに表示
されます。
3. ルーチンとしてインポートする操作を選択します。 選択した Web サービスの
情報が、下のペインに表示されます。
4. 下のペインで「この項目を選択」をクリックするか、右上のペインで操作をダブ
ルクリックします。 操作がインポートされ、「Web サービス」カテゴリー内の
この Web サービスを基にした名前のカテゴリーに、ルーチンとして表示されま
す。
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タスクの結果
ルーチンがリポジトリーにインポートされたら、「サーバー・ルーチン」ダイアロ
グ・ボックスを開いて表示や編集ができます。 ルーチンの表示と編集を参照してく
ださい。

InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータの
インポート
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用すると、メタデータをデータベー
ス、デザイン・ツール、およびビジネス・インテリジェンス・ツールからメタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。

手順
「インポート」 > 「Metadata Asset Manager...」をクリックして、デフォルトのブ
ラウザーで InfoSphere Metadata Asset Manager を起動します。 詳細については、
『資産のインポートおよび共有』を参照してください。

IMS 定義のインポート
IBM InfoSphere DataStage は、IMS データベースと IMS ビューセットの構造に関
する情報を保管することができます。これをメインフレーム・ジョブが使用して、
IMS データベースを読み取ったり、またはそれをルックアップとして使用したりし
ます。
これらの機能は、IMS ソース・パッケージとともに、InfoSphere DataStage MVS
Edition がインストールされている場合に使用可能です。
IMS 定義は、InfoSphere DataStage リポジトリーにデータベース・ディスクリプシ
ョン (DBD) ファイルおよびプログラム指定ブロック (PSB) ファイルからインポー
トすることができます。 DBD ファイルは、IMS データベースの物理構造を定義し
ます。 PSB ファイルは、IMS データベースのアプリケーションからのビューを定
義します。
DBD インポートの中で、DBD 名とセグメント名から InfoSphere DataStage の表名
が作成されます。 列名は、DBD フィールド名から作成されます。ただし、DBD に
定義されているフィールドのみが列になります。 適切なフィールド変位とセグメン
ト・サイズを維持するために、必要な場合にフィラーが生成されます。 CFD の形
式の完全な IMS セグメントの定義があれば、それをインポートし、フィラーとして
取り込まれた列を含め、完全に定義された表を作成することができます。
InfoSphere DataStage は、DBD ファイルから次の節を取り込みます。
v DBD
v DATASET
v AREA
v SEGM
v LCHILD
v FIELD
v XDFIELD
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v DBDGEN
v FINISH
v END
PSB ファイルから取り込まれる節には、次のものが含まれます。
v PCB
v SENSEG
v SENFLD
v PSBGEN
v END
IMS 定義は、IMS バージョン 5 以上からインポート可能です。 IMS フィール
ド・タイプは、以下の表に記述したように、取り込みの間に COBOL ネイティブ・
データ・タイプに変換されます。
表 3. IMS フィールド・タイプから COBOL ネイティブ・データ・タイプへの変換
IMS フィールド・タ
イプ

COBOL ネイティ
ブ・タイプ

COBOL USAGE 表
記
1

SQL タイプ

X

CHARACTER

PIC X(n)

Char

P

DISPLAY_NUMERIC

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

Decimal

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

F

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

1

(n) はバイト数です。

DBD をインポートする場合は、「インポート」>「IMS 定義」>「データベース・
ディスクリプション (DBD)...」を、PSB をインポートする場合は、「インポート」
>「IMS 定義」>「プログラム指定ブロック (PSB)...」を選択します。 「メタデータ
のインポート」ダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスには、次のフィールドがあります。
v 「参照元」。 コンピューターのネットワーク識別名。 この名前は自動入力さ
れ、読み取り専用です。
v 「IMS ファイル記述のパス名」。 IMS ファイルが存在するパス名。 パス名を入
力するか、「...」(参照) ボタンをクリックして参照できます。 IMS ファイルは、
InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーション上か、クライアント・ワ
ークステーションから参照できるネットワーク上に存在する必要があります。デ
フォルト・キャプチャー・ファイルの拡張子は、DBD ファイルの場合は
*.dbd、PSB ファイルの場合は *.psb です。
v 「プラットフォーム・タイプ」。 メインフレーム・プラットフォームのオペレー
ティング・システム。 (現在サポートされているプラットフォームは OS/390 の
みです。)
v 「データベース名」または「ビューセット名」。 選択された DBD または PSB
ファイルに定義されているデータベースまたはビューセット。 IMS パス名を入
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力すると、このリストが表示されます。必要な場合は、「更新」をクリックして
リストを更新します。 1 つの項目を選択するにはデータベース名またはビューセ
ット名をクリックし、複数の項目を選択するには Ctrl キーを押したまま名前をク
リックします。 すべての項目を選択するには、「すべて選択」をクリックしま
す。
項目のサマリー説明を表示するには、その項目を選択して「詳細」をクリックし
ます。 「詳細」ダイアログ・ボックスが表示され、タイプ、説明、変更履歴、お
よび列名が示されます。
PSB からインポートしている場合には、他に次のフィールドが表示されます。
v 「関連表を作成」。 このチェック・ボックスを選択すると、InfoSphere DataStage
が、 PSB ファイル内の各センシティブ・セグメントに対応する表をリポジトリ
ーに作成し、各センシティブ・フィールドに対応する列をその表に作成します。
PSB に定義されているフィールドのみが列になります。適切なフィールド変位と
セグメント・サイズを維持するために、必要な場合にフィラーが生成されます。
関連表は、プロジェクト・ツリーの「表定義」ブランチに保管されます。
完全な IMS セグメントの定義を持つ CFD があれば、それをインポートし、フ
ィラーとして取り込まれた列を含め、完全に定義された表を作成することができ
ます。 次に、IMS ビューセット・エディター内の各セグメントの関連表を変更
できます。詳しくは、 162 ページの『IMS 定義の編集』を参照してください。
インポートする項目を選択したら「OK」をクリックします。 データが抽出されて
解析されます。 構文エラーまたは意味エラーが見つかると、「インポートに失敗」
ダイアログ・ボックスが表示されます。ここで、エラーを表示して修正するか、誤
っている項目のインポートをスキップするか、インポート処理を完全に停止するこ
とができます。

IMS 定義の表示と編集
IMS データベースおよびビューセットをインポートしたら、デザイナーでその定義
の表示と編集が可能です。
IMS 定義の編集では、説明の入力と、ビューセット・セグメントと関連表のマッピ
ング作成しかできません。 列を編集する場合は、関連表の定義を開く必要がありま
す。 91 ページの『表定義の表示または変更』を参照してください。

オブジェクトのエクスポート
デザイナーでは、さまざまなオブジェクトをリポジトリーからエクスポートするこ
とができます。オブジェクトは、テキスト形式または XML にエクスポートできま
す。

IBM InfoSphere DataStage コンポーネントのエクスポート
デザイナーで、リポジトリーからオブジェクトをエクスポートするにはいくつかの
方法があります。
デザイナーから、以下の操作を実行できます。
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v リポジトリーで項目を選択し、ショートカット・メニューで「エクスポート」を
選択します。
v リポジトリー・ツリーで項目を選択し、「リポジトリー」メニューで「エクスポ
ート」を選択します。
v 最初にオブジェクトは選択せずに、「エクスポート」 > 「DataStage コンポーネ
ント」を選択します。
暗号化された値を含んでいるオブジェクトをエクスポートすると、入力されたデフ
ォルト値は、暗号化テキストとして保持される値でも、エクスポート・ファイルの
中で表示可能になる点に注意してください。 したがって、例えば、ステージ・プロ
パティーとしてデータベース接続のパスワードが指定されているジョブ・デザイン
をエクスポートした場合、そのパスワードの暗号化された値は、ファイル内で可視
になります。 これは、エクスポート先が dsx ファイルか xml ファイルかに関係な
く当てはまります。この解決策は、パスワードやその他の暗号化されるプロパティ
ーを、デフォルトの設定値を持たないジョブ・パラメーターとして指定し、実行時
にのみ値を設定するようにすることです。

リポジトリー・ツリーからの直接エクスポート
次の手順で、リポジトリー・ツリーから項目を直接エクスポートできます。

手順
1. エクスポートするオブジェクトをリポジトリー・ツリーで選択します。
2. 次のいずれかを行います。
v ショートカット・メニューから「エクスポート」を選択します。
v メインメニューから「リポジトリー」 > 「エクスポート」を選択します。
選択した項目が入った「リポジトリー・エクスポート」ダイアログ・ボック
スが表示されます。
3. 「追加」、「削除」、「すべて選択」のハイパーリンクを使用して、必要に応
じて選択を変更します。 「追加」を選択すると、参照ダイアログ・ボックスが
開き、リポジトリー・ツリーを表示します。
4. ドロップダウン・リストから、エクスポートするジョブの処理方法を制御する
次のいずれかのオプションを選択します。
v ジョブ・デザインと実行可能ファイルのエクスポート (該当がある場合)
v ジョブ・デザインのエクスポート (実行可能ファイルなし) (XML エクスポ
ートの場合、このオプションしか選択できません)
v ジョブ実行可能ファイルのエクスポート (デザインなし)
5. 読み取り専用オブジェクトをエクスポートから除外する場合は、「読み取り専
用オブジェクトを除外する」チェック・ボックスを選択します。
6. 選択した項目が依存する項目を自動的に含める場合は、「従属項目を含める」
チェック・ボックスを選択します。
7. 「オプション」ボタンをクリックして、「エクスポート・オプション」ダイア
ログ・ボックスを開きます。 ここで、以下に関するエクスポーターのデフォル
ト設定を変更できます。
「デフォルト」 > 「全般」ブランチで以下を指定します。
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v エクスポートされるルーチンと一緒にソース・コードが含まれるか (デフォ
ルトでは含まれる)
v ジョブ実行可能ファイルと一緒にソース・コードが含まれるか (デフォルト
では含まれない)
v データ品質項目にソースの内容が含まれるか
「デフォルト」 > 「ビューアー」ブランチで以下を指定します。
v デフォルト・ビューアーまたは指定されたビューアーのいずれを使用するか
(デフォルト・ビューアーは、Windows がこのタイプのファイルを開く際に使
用するビューアーです。 XML 文書の場合、通常 Internet Explorer ですが、
.dsx ファイルの場合、Notepad などのビューアーを明示的に指定する必要が
あります)。 デフォルト・ビューアーの使用がデフォルト・オプションで
す。
「XML」 > 「全般」ブランチで以下を指定します。
v DTD を含めるかどうか (デフォルトでは含めない)
v プロパティー値が内部値 (数値) として出力されるか、または外部化ストリン
グとして出力されるか (内部値がデフォルト)。 外部化ストリングのオプショ
ンを選択した場合、生成されたファイルをインポートできなくなります。
「XML」 > 「スタイル・シート」ブランチで以下を指定します。
v 外部スタイル・シートを使用するか (デフォルトでは使用しない)。使用する
場合、スタイル・シートのタイプとファイル名および場所。
8. 実行するエクスポート・タイプを指定します。ドロップダウン・リストから次
のいずれかを選択します。
v dsx
v dsx 7 ビット・エンコード
v レガシー XML
9. エクスポート先のファイルを指定するか選択します。 これが既存のファイルで
あれば、「ビュー」ボタンをクリックすると表示できます (Windows で指定さ
れたファイル・タイプのデフォルト・ビューアー、または「エクスポート・オ
プション」ダイアログ・ボックスで指定されたビューアーで表示されます)。
10. エクスポートされたオブジェクトで既存ファイルのオブジェクトを置き換える
のではなく、そのファイルに追加する場合、「既存ファイルへ追加」を選択し
ます。 (XML へのエクスポートの場合は選択できません。)
11. エクスポートされるオブジェクトのリストを検査し、エクスポートするすべて
のオブジェクトの「含める」列に「はい」が指定されていることを確認しま
す。
12. 「エクスポート」をクリックすると、選択したオブジェクトが、指定したファ
イルにエクスポートされます。

「エクスポート」メニューからのエクスポート
先にリポジトリー・オブジェクトを選択せずに、オブジェクトをエクスポートする
には「エクスポート」メニューを使用します。
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手順
1. 「エクスポート」 > 「DataStage コンポーネント」を選択します。 「リポジ
トリー・エクスポート」ダイアログ・ボックスが表示されます。これは、(リポ
ジトリー・ツリーで現在オブジェクトが選択されていても) 空です。
2. 「追加」のハイパーリンクをクリックします。 「項目の選択」ダイアログ・ボ
ックスが開き、リポジトリー・ツリーでオブジェクトを選択できます。
3. 「追加」、「削除」、「すべて選択」のハイパーリンクを使用して、必要に応
じて選択を変更します。 「追加」を選択すると、参照ダイアログ・ボックスが
開き、リポジトリー・ツリーを表示します。
4. ドロップダウン・リストから、エクスポートするジョブの処理方法を制御する
次のいずれかのオプションを選択します。
v ジョブ・デザインと実行可能ファイルのエクスポート (該当がある場合)
v ジョブ・デザインのエクスポート (実行可能ファイルなし) (XML エクスポ
ートの場合、このオプションしか選択できません)
v ジョブ実行可能ファイルのエクスポート (デザインなし)
5. 読み取り専用オブジェクトをエクスポートから除外する場合は、「読み取り専
用オブジェクトを除外する」チェック・ボックスを選択します。
6. 選択した項目が依存する項目を自動的に含める場合は、「従属項目を含める」
チェック・ボックスを選択します。
7. 「オプション」ボタンをクリックして、「エクスポート・オプション」ダイア
ログ・ボックスを開きます。 ここで、以下に関するエクスポーターのデフォル
ト設定を変更できます。
「デフォルト」 > 「全般」ブランチで以下を指定します。
v エクスポートされるルーチンと一緒にソース・コードが含まれるか (デフォ
ルトでは含まれる)
v ジョブ実行可能ファイルと一緒にソース・コードが含まれるか (デフォルト
では含まれない)
v データ品質項目にソースの内容が含まれるか
「デフォルト」 > 「ビューアー」ブランチで以下を指定します。
v デフォルト・ビューアーまたは指定されたビューアーのいずれを使用するか
(デフォルト・ビューアーは、Windows がこのタイプのファイルを開く際に使
用するビューアーです。 XML 文書の場合、通常 Internet Explorer ですが、
.dsx ファイルの場合、Notepad などのビューアーを明示的に指定する必要が
あります)。 デフォルト・ビューアーの使用がデフォルト・オプションで
す。
「XML」 > 「全般」ブランチで以下を指定します。
v DTD を含めるかどうか (デフォルトでは含めない)
v プロパティー値が内部値 (数値) として出力されるか、または外部化ストリン
グとして出力されるか (内部値がデフォルト)。 外部化ストリングのオプショ
ンを選択した場合、生成されたファイルをインポートできなくなります。
「XML」 > 「スタイル・シート」ブランチで以下を指定します。
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v 外部スタイル・シートを使用するか (デフォルトでは使用しない)。使用する
場合、スタイル・シートのタイプとファイル名および場所。
8. エクスポート先のファイルを指定するか選択します。 これが既存のファイルで
あれば、「ビュー」ボタンをクリックすると表示できます (Windows で指定さ
れたファイル・タイプのデフォルト・ビューアー、または「エクスポート・オ
プション」ダイアログ・ボックスで指定されたビューアーで表示されます)。
9. エクスポートされたオブジェクトで既存ファイルのオブジェクトを置き換える
のではなく、そのファイルに追加する場合、「既存ファイルへ追加」を選択し
ます。 (XML へのエクスポートの場合は選択できません。)
10. エクスポートされるオブジェクトのリストを検査し、エクスポートするすべて
のオブジェクトの「含める」列に「はい」が指定されていることを確認しま
す。
「エクスポート」をクリックすると、選択したオブジェクトが、指定したファ
イルにエクスポートされます。

ジョブ従属性の指定
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「従属性」ページを使用して、ジョブの従
属性を指定します。
従属性には、ジョブを正常に実行するために必要な関数、ルーチン、または他のジ
ョブがあります。従属性を指定することで、別のシステムで使用するためにそのジ
ョブがパッケージ化される場合に、必要なすべてのコンポーネントが確実にパッケ
ージに組み込まれるようにできます。
詳細を次のように入力します。
v 「タイプ」。 ジョブが依存する項目のタイプ。 次の中から選択します。
– 「ジョブ」。 「ジョブ制御」ページで追加したジョブは、従属性に自動的に
組み込まれます。 その後、ジョブ制御ルーチンからジョブを削除した場合
は、従属性リストから手動でそれを除去してください。
– 「ローカル」。 ローカルでカタログされている BASIC 関数およびサブルーチ
ン (すなわち、変換処理ルーチンと前/後処理ルーチン)。
– 「グローバル」。 グローバルにカタログされた BASIC 関数およびサブルーチ
ン (すなわち、カスタム UniVerse 関数)。
– 「ファイル」。 標準ファイル。
– 「ActiveX」。 ActiveX (OLE) オブジェクト (UNIX ベースのシステムでは使
用できません)。
v 「名前」。 関数またはルーチンの名前。必要な名前は、従属性の「タイプ」によ
って異なります。
– 「ジョブ」。 リリース済みジョブ、またはリリースされていないジョブの名
前。
– 「ローカル」。 カタログ名。
– 「グローバル」。 カタログ名。
– 「ファイル」。 ファイル名。
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– 「ActiveX」。 サーバー・ジョブのみ。 「名前」の項目は、ActiveX オブジェ
クトの場合、実際は意味がありません。 自分にとって参考となるようなもの
を入力してください (ActiveX オブジェクトは「位置」フィールドで識別しま
す)。
v 「位置」。 従属性の位置。参照ダイアログ・ボックスを使用すると便利です。
この位置には絶対パスも可能ですが、次の環境変数を使用した相対パスを指定す
ることをお勧めします。
– %SERVERENGINE% - サーバー・エンジン・アカウント・ディレクトリー (通
常は、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine)。
– %PROJECT% - 現行プロジェクト・ディレクトリー。
– %SYSTEM% - システム・ディレクトリー (Windows の場合) または /usr/lib
(UNIX の場合)。
参照ダイアログ・ボックスで環境変数の親ディレクトリーにナビゲートするこ
とはできません。

コマンド・ラインからのエクスポートの使用
IBM InfoSphere DataStage では、コマンド・ラインからコンポーネントをファイル
にエクスポートすることもできます。
これを行うには、2 つの方法があります。 dsexport コマンドは Windows アプリケ
ーションで、メッセージ・ボックスを使用してユーザー対話を行います。
dscmdexport コマンドはコマンド・ライン・アプリケーションで、自動実行が可能で
す。両方のコマンドを InfoSphere DataStage クライアント・ディレクトリー (デフ
ォルトは、c:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic) から実行します。

dscmdexport コマンド
dscmdexport コマンドは、コマンド・ラインから InfoSphere DataStage コンポーネ
ントをファイルにエクスポートするために使用するコマンド・ライン・アプリケー
ションです。このコマンドは、無人で実行できます。

構文
dscmdexport コマンドの構文は、以下のとおりです。コマンドのヘルプ・オプショ
ンを表示するには、コマンド・プロンプトに dscmdexport と入力します。
dscmdexport /AF=authfile |
/URL=domainURL /H=hostname [/U=username [/P=password]] |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
project pathname
/V

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
domainURL
ログオン先ドメインの完全な形式の URL。URL には、ドメインのプロトコル、
ホスト、およびポート情報が https://domain:port の形式で含まれています。
指定されていない場合、ポートのデフォルトは 9443 です。
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domain | domain:port_number
アプリケーション・サーバーの名前。このパラメーターにはポート番号を指定す
ることもできます。
hostname
ファイルのエクスポート先の InfoSphere Information Server エンジンのホスト
名。
username
アプリケーション・サーバーに接続しようとしているユーザーの名前。
password
アプリケーション・サーバーに接続しようとしている username のパスワード。
project
コンポーネントのエクスポート元のプロジェクトの名前。
pathname
エクスポートしようとしているファイルの絶対パス名。
/V 詳細オプションが使用されるかどうかを切り替えるフラグ。
ドメインとホスト名の詳細しか指定していない場合、ユーザー名とパスワードを入
力するように求めるプロンプトが出されます。(パスワードは、コマンド・ウィンド
ウに入力しても表示されません。) ドメイン、ホスト名、およびユーザー名の詳細
を指定した場合、パスワードを入力するように求めるプロンプトが出されます。
以下のコマンドは、dstage2 プロジェクトを R101 サーバーから dstage2.dsx ファ
イルにエクスポートします。
dscmdexport /D=domain:9443 /H=R101 /U=billg /P=paddock
dstage2 C:¥temp¥dstage2.dsx

エクスポートからのメッセージは、デフォルトではコンソールに送られますが、よ
り大記号 (>) を使用すればファイルにリダイレクトできます。以下の例では、エク
スポートからのメッセージは、C:¥temp¥exportlog ディレクトリーに送られます。
dscmdexport /D=domain:9443 /H=R101 /U=billg /P=paddock dstage99
C:¥temp¥project99.dsx /V > C:¥temp¥exportlog

dsexport コマンド
dsexport コマンドは、InfoSphere DataStage コンポーネントをファイルにエクスポ
ートするために使用する Microsoft Windows アプリケーションです。このコマンド
を使用すると、ジョブ全体をエクスポートできます。

構文
dsexport コマンドの構文は、以下のとおりです。
dsexport.exe /AF=authfile |
/URL=domainURL /H=hostname [/U=username [/P=password]] |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
/JOB=jobname
/XML /EXT /EXEC /APPEND /NODEPENDENTS
project pathname1

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
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domainURL
ログオン先ドメインの完全な形式の URL。URL には、ドメインのプロトコル、
ホスト、およびポート情報が https://domain:port の形式で含まれています。
指定されていない場合、ポートのデフォルトは 9443 です。
domain | domain:port_number
アプリケーション・サーバーの名前。このパラメーターにはポート番号を指定す
ることもできます。
hostname
ファイルのエクスポート先の InfoSphere Information Server エンジンのホスト
名。
username
アプリケーション・サーバーに接続しようとしているユーザーの名前。
password
アプリケーション・サーバーに接続しようとしている username のパスワード。
jobname
エクスポート対象のジョブの名前。
project
コンポーネントのエクスポート元のプロジェクトの名前。
pathname
エクスポートしようとしているファイルの絶対パス名。
/XML
ファイルを XML 形式でエクスポートします。このオプション
は、/JOB=jobname オプションを使用している場合にのみ使用可能です。
/EXT
外部値をエクスポートします。このオプションは、/XML オプションを使用して
いる場合にのみ使用可能です。
/EXEC
ジョブ実行可能ファイルのみをエクスポートします。このオプション
は、/JOB=jobname オプションを使用している場合に使用可能で、/XML オプショ
ンと一緒に使用することはできません。
/APPEND
既存の .dsx ファイルに追加します。このオプションは、/EXEC のみを使用して
いる場合にのみ使用可能です。
/NODEPENDENTS
ジョブの従属性として定義された関数、ルーチン、および他のジョブなしでジョ
ブをエクスポートします。
/AF オプションを使用せず、コマンドをユーザー対話なしに実行したい場合は、コ
マンド・ラインに接続の詳細をすべて指定する必要があります。コマンド・ライン
に接続の詳細の一部が指定されていない場合、「ログオン」ダイアログが表示され
ます。「ログオン」ダイアログには、コマンド・ラインからの値があらかじめ表示
されています。欠損値には最新の正常な接続からの値があらかじめ表示されます
が、「パスワード」フィールドは例外で、必ず指定する必要があります。パスワー
ドは、「ログオン」ダイアログに入力しても表示されません。
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以下のコマンドは、dstage2 プロジェクトを R101 サーバーから dstage2.dsx ファ
イルにエクスポートします。
dsexport.exe /D=domain:9443 /H=R101 /U=billg /P=paddock
dstage2 C:¥temp¥dstage2.dsx
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第 12 章 デザインの文書化
ジョブ・レポートを生成すると、デザインを文書化できます。
ジョブ・レポート機能を使用すると、サーバー・ジョブ、パラレル・ジョブ、シー
ケンス・ジョブ、またはメインフレーム・ジョブの HTML レポートあるいは共有
コンテナーの HTML レポートを生成することができます。このレポートは、レポ
ート作成先コンソールまたは標準のインターネット・ブラウザー (Microsoft Internet
Explorer など) で表示し、ブラウザーから印刷することが可能です。
レポートには、ジョブ・デザインのイメージと、ジョブまたはコンテナーとそのス
テージに関する情報があります。 ホット・リンクを使用して、簡単にレポート内を
ナビゲートできます。 以下の図は、サンプル・レポートの最初のページで、ジョ
ブ・イメージと目次リストが示されています。目次リストからは、ジョブ・コンポ
ーネントの詳細な説明にリンクできます。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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レポートは動的ではありません。ジョブ・デザインを変更したら、レポートの再生
成が必要です。
注: ジョブ・レポートの処理には、Microsoft Internet Explorer 6 が最適です。それ
以外のブラウザーを使用した場合は、最適に実行されない可能性があります。

ジョブ・レポートの生成
次の手順でジョブ・レポートを生成できます。
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手順
1. レポートするジョブをデザイナーで開き、「ファイル」 > 「レポート生成...」
を選択します (最後の保存の後にジョブが更新されている場合は、保存するよう
求められます)。 「レポート詳細の入力」ウィンドウが開きます。
2. レポートの名前を指定します。 「レポート作成先コンソール・フォルダー」フ
ィールドは、レポート保存先の場所を示します。
3. レポートの説明を入力します。
4. IBM InfoSphere DataStage に付属のデフォルトの XSLT スタイル・シートを使
用する場合は、「デフォルト・スタイル・シートの使用」を選択します (レポー
トは XML で生成され、スタイル・シートによってブラウザーでの表示に適した
HTML に変換されます)。 カスタム・スタイル・シートを定義することもできま
す。その場合には、「カスタム・スタイル・シートの使用」を選択し、スタイ
ル・シートのパス名を入力するか、参照して指定します。 指定するスタイル・
シートは、UTF-8 エンコードを使用していなければなりません。 メインフレー
ム・ジョブの場合、デフォルト・スタイル・シートは DSJobReport.xsl または
DSMainframeJobReport.xsl です。どちらも、InfoSphere DataStage クライアント・
ディレクトリー (例えば、C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic) にありま
す。
5. InfoSphere DataStage で、レポート作成時に最初に生成される XML ファイルを
保存する場合は、「中間 XML ファイルの保存」を選択します。 XML ファイ
ルを保存するフォルダーを指定します。
6. 「OK」をクリックして、レポートを生成します。

コマンド・ラインからのジョブ・レポートの要求
dsdesign コマンドは、InfoSphere DataStage クライアント・マシンのコマンド・ラ
インからジョブ・レポートの生成を要求するために使用する Microsoft Windows ア
プリケーションです。
重要: ジョブ・レポートをコマンド・ラインから生成した場合、そのレポートは、
レポート作成先コンソールでは表示できません。

構文
dsdesign コマンドの構文は、以下のとおりです。
dsdesign.exe /AF=authfile |
/D=domain /H=hostname [/U=username [/P=password]]
project (job_name | job_sequence_name | /SC shared_container_name)
/R
[/RP=report_pathname]
[/RT=stylesheet_pathname]
[/RX]

authfile
接続の詳細が入っている暗号化済み証明情報ファイルの名前。
domain | domain:port_number
アプリケーション・サーバーの名前。このパラメーターにはポート番号を指定す
ることもできます。
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hostname
レポートを生成する InfoSphere Information Server エンジンのホスト名。
username
アプリケーション・サーバーへの接続に使用するユーザー名。
password
アプリケーション・サーバーとの接続に使用している username のパスワード。
project
ジョブ、ジョブ・シーケンス、または共有コンテナーを含んでいるプロジェクト
の名前。
job_name | job_sequence_name | shared_container_name
生成されるレポートに関連するジョブ、ジョブ・シーケンス、または共有コンテ
ナーの名前。レポートは、HTML 形式で生成されます。
/R レポートを生成することを示すフラグ。
report_pathname
レポートが書き込まれるサブディレクトリー。サブディレクトリーは、ジョブの
後に指定します。ディレクトリーを指定しない場合、レポートは、クライアン
ト・ディレクトリーのサブディレクトリーに書き込まれます。例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic¥myjob。
stylesheet_pathname
代替 XSLT スタイル・シートを示すパス名。スタイル・シートを指定しない場
合、デフォルトのスタイル・シートが使用されます。
/RX
中間 XML ファイルを保存することを示すフラグ。
/AF オプションを使用せず、コマンドをユーザー対話なしに実行したい場合は、コ
マンド・ラインに接続の詳細をすべて指定する必要があります。コマンド・ライン
に接続の詳細の一部が指定されていない場合、「ログオン」ダイアログが表示され
ます。「ログオン」ダイアログには、コマンド・ラインからの値があらかじめ表示
されています。欠損値には最新の正常な接続からの値があらかじめ表示されます
が、「パスワード」フィールドは例外で、必ず指定する必要があります。パスワー
ドは、「ログオン」ダイアログに入力しても表示されません。
以下のコマンドは、ServerJob1.htm レポートを C:¥JobReports¥ServerJob1 ディレ
クトリーに作成します。
dsdesign /D=domain:9443 /H=R101 /U=william /P=wombat
dstage ServerJob1 /R /RP=C:¥JobReports

以下のコマンドは、ServerJob1.htm レポートおよび ServerJob1.xml 中間ファイル
を作成します。これらのファイルは、それぞれ C:¥JobReports¥ServerJob1 ディレ
クトリーに保存されます。
dsdesign /D=domain:9443 /H=R101 /U=william /P=wombat
dstage ServerJob1 /R /RP=C:¥JobReports /RX
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第 13 章 ジョブの実行準備
ジョブを実行するには、まずそれをコンパイルする必要があります。

サーバー・ジョブとパラレル・ジョブのコンパイル
サーバー・ジョブまたはパラレル・ジョブの開発が終わったら、実際に実行する前
にコンパイルが必要です。

このタスクについて
サーバー・ジョブとパラレル・ジョブは、 IBM InfoSphere DataStage サーバー上で
コンパイルし、その後、InfoSphere DataStage ディレクターを使用してサーバー上で
実行されます。
ジョブをコンパイルするには、デザイナーでジョブを開き、次のいずれかを行いま
す。
v 「ファイル」>「コンパイル」を選択します。
v ツールバーで「コンパイル」ボタンをクリックします。
変更内容を保存していない場合、「OK」をクリックしてジョブを保存するよう求め
られます。 「ジョブのコンパイル」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダ
イアログ・ボックスには、コンパイル・メッセージの表示域と次のボタンがありま
す。
v 「リコンパイル」。 変更を行った場合に、ジョブをリコンパイルします。
v 「エラーの表示」。 コンパイル・エラーが発生したステージを強調表示します。
このボタンは、コンパイル中にエラーが生成された場合にのみ有効になります。
v 「その他」。 表示域に適合しない出力が表示されます。 コンパイラーで発生し
たエラーの中には、詳細な BASIC 出力を含むものもあります。
v 「閉じる」。 「ジョブのコンパイル」ダイアログ・ボックスを閉じます。
v 「ヘルプ」。 ヘルプ・システムを呼び出します。
このダイアログ・ボックスが表示されるとすぐに、ジョブがコンパイルされます。
表示域で、生成されたコンパイル・メッセージまたはエラーを確認してください。
パラレル・ジョブの場合には、強制コンパイル・オプションもあります。 パラレ
ル・ジョブのコンパイルは、Transformer ステージが最後のコンパイル以降に変更さ
れた場合にのみリコンパイルされるように、デフォルトで最適化されています。 強
制コンパイル・オプションは、これをオーバーライドし、ジョブ内のすべての
Transformer ステージがコンパイルされるようにします。 このオプションを選択す
るには、次のようにします。
v 「ファイル」>「強制コンパイル」を選択します。
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コンパイル検査 - サーバー・ジョブ
コンパイル検査中にはジョブ・デザインが検査されます。
コンパイル中に、ジョブ・デザインで以下の基準が検査されます。
v 1 次入力。 Transformer ステージに対して入力リンクが複数ある場合、コンパイ
ラーは、1 つが 1 次入力リンクとして定義されていることを検査します。
v 参照入力。 Transformer ステージで参照入力が定義されている場合、コンパイラ
ーは、これらが順次ファイルからのものでないことを検査します。
v キー式。 列定義でキー・フィールドが指定されている場合、コンパイラーは、デ
ータ表を結合するキー式があるかを検査します。
v 変換処理。 変換処理を指定した場合、コンパイラーは、これがそのデータ・タイ
プに適切な変換処理であることを検査します。

コンパイルの成功
ジョブを正常にコンパイルした後で、ジョブの処理を開始できます。
「ジョブのコンパイル」ダイアログ・ボックスに、「ジョブのコンパイルに成功し
ました。エラーはありません。」というメッセージが表示されます。 次の操作を行
うことができます。
v ジョブの検証
v ジョブの実行またはスケジュール
v ジョブのリリース
v 他の IBM InfoSphere DataStage システムにデプロイするためのジョブのパッケー
ジ化
ジョブの検証と実行には、ディレクター・クライアントを使用します。

クライアント・コマンド・ラインからのコンパイル
dscc コマンドを使用すると、InfoSphere DataStage クライアントのコマンド・ライ
ンで、IBM InfoSphere DataStage ジョブをコンパイルできます。また、dscc コマン
ドを使用して、buildop やルーチンをコンパイルしたり、ルール・セットなどの
InfoSphere QualityStage オブジェクトをプロビジョニングしたりすることもできま
す。

構文
dscc コマンドの構文は、以下のとおりです。
dscc.exe /af authfile |
/url domainURL /h hostname [/u username [/p password]] |
/d domain /h hostname [/u username [/p password]]
project
[/j job_name [/f] [/mfcgb base_directory] [/mful upload_profile] [/ouc] [/qspa]]
[/jt job_type [/f] [/mfcgb base_directory] [/mful upload_profile] [/ouc] [/qspa]]
[/qs qualitystage_objects]
[/r routine_name]
[/rcf]
[/bo buildop_name]
[/rd report_name]
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パラメーター
/? オプションの完全なリストを表示するには、このパラメーターを指定します。
/af
接続の詳細が含まれている証明情報ファイルの名前を指定します。このファイル
は暗号化できます。dscc コマンドは、authfile オプションをサポートするコマ
ンドの 1 つです。
証明情報ファイルに関する重要なフォーマット設定の詳細については、
../com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/encrypt_credfile.dita を参照し
てください。
/bo
コンパイルする buildop (カスタム・パラレル・ステージ) を指定します。すべ
ての buildop を指定する場合は * を使用し、folderName というフォルダー内
のすべての buildop を指定する場合は ¥folderName¥* を使用します。
/d サービス層のホスト名を指定します。このパラメーターには、
domain:port_number 形式でポート番号を指定することもできます。
/f パラレル・ジョブを強制コンパイルするには、このパラメーターを指定します。
このパラメーターにより、すべてのパラレル・ジョブ・トランスフォーマーが最
後のコンパイル以降に変更されていないように見える場合でも、必ずリコンパイ
ルされるようになります。
/h エンジン層のホスト名を指定します。
/j コンパイルするジョブの名前を指定します。単一のジョブを指定する場合は
jobname を使用し、プロジェクト内のすべてのジョブをコンパイルする場合は *
を使用し、該当カテゴリー内のすべてのジョブ (そのカテゴリー内のカテゴリー
が含まれます) をコンパイルする場合は category_name¥* を使用します。パラ
レル・ジョブ、サーバー・ジョブ、またはシーケンス・ジョブを指定できます。
/jt
選択した job_type と一致するプロジェクト内のすべてのジョブをコンパイルす
るには、このパラメーターを指定します。デフォルト値 -1 は、クライアントが
すべてのタイプのジョブをコンパイルすることを指定します。すべてのサーバ
ー・ジョブを指定する場合は 0 を使用し、すべてのメインフレーム・ジョブを
指定する場合は 1 を使用し、すべてのシーケンス・ジョブを指定する場合は 2
を使用し、すべてのパラレル・ジョブを指定する場合は 3 を使用します。
/mfcgb
メインフレーム・コード生成ベース・ディレクトリー位置を指定します。
/mful
メインフレーム・ジョブ・アップロード・プロファイルを指定します。
/ouc
未コンパイル・ジョブのみをコンパイルするには、このパラメーターを指定しま
す。
/p プロジェクトにアタッチするときに使用するパスワードを指定します。
project
アクセスするプロジェクトの名前を指定します。
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/qs
プロビジョニングする InfoSphere QualityStage ルール・セットを指定します。
すべてのルール・セットをプロビジョニングする場合は * を使用し、
folderName というフォルダー内のすべてのルール・セットをプロビジョニング
する場合は ¥folderName¥* を使用します。
/qspa
ジョブ・コンパイルが参照するすべての IBM InfoSphere QualityStage ルール・
セットをプロビジョニングするには、このパラメーターをジョブ・コンパイルと
ともに指定します。
/r コンパイルするルーチンの名前を指定します。
v 単一のルーチンを指定する場合は routinename を使用します。
v プロジェクト内のすべてのルーチンをコンパイルする場合は * を使用しま
す。
v 該当カテゴリー内のすべてのルーチン (そのカテゴリー内のカテゴリーは含ま
れません) をコンパイルする場合は category_name¥* を使用します。
v folderName という名前のフォルダー内のすべてのルーチンをコンパイルする
場合は ¥folderName¥* を使用します。
/rcf
コンパイルまたはデプロイに失敗した場合にシステムで -1 を返すには、このパ
ラメーターを指定します。
/rd
コンパイル・レポートの名前と宛先を指定します。デスクトップに書き込む場合
は DESKTOP¥filename を指定し、現行作業ディレクトリーに書き込む場合は
.¥filename を指定します。
/rt
生成するレポートのタイプを指定します。XML でレポートを生成する場合は X
を使用し、テキスト形式でレポートを生成する場合は T を使用します。T がデ
フォルトのタイプです。
/u プロジェクトにアタッチするときに使用するユーザー名を指定します。
/url
ログオン先ドメインの完全な形式の URL を指定します。URL には、ドメイン
のプロトコル、ホスト、およびポート情報が https://domain:port の形式で含
まれています。指定されていない場合、ポートのデフォルトは 9443 です。
ホスト名の詳細しか指定していない場合、ユーザー名とパスワードを入力するよう
に求めるプロンプトが出されます。(パスワードは、コマンド・ウィンドウに入力し
ても表示されません。) ホスト名とユーザー名の詳細を指定した場合、パスワード
を入力するように求めるプロンプトが出されます。
以下は、プロジェクト dstageprj 内のジョブ mybigjob をコンパイルします。
dscc /h r101 /u fellp /p plaintextpassword dstageprj /J mybigjob

生成 OSH コードの表示
パラレル・ジョブのコンパイル時に生成されるコードを、「ジョブ・プロパティ
ー」ウィンドウの「生成 OSH」ページに表示できます。
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IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーターで「生成 OSH を可視」オプショ
ンを選択している場合、「生成 OSH」ページが表示されます。

メインフレーム・ジョブのコードの生成
メインフレーム・ジョブの開発が終わったら、ジョブのコードを生成する必要があ
ります。 このコードはメインフレーム・マシンに転送し、そこでジョブをコンパイ
ルして実行します。
注: メインフレーム・ジョブは、このバージョンの IBM InfoSphere Information
Server ではサポートされません。
コードの生成には、コマンド・ラインまたはコンパイル・ウィザードを使用するこ
ともできます。
ジョブのコードを生成するには、デザイナーでジョブを開き、以下のいずれかを行
います。
v 「ファイル」>「コード生成」を選択します。
v ツールバーで「コード生成」ボタンをクリックします。
変更内容を保存していない場合、「OK」をクリックしてジョブを保存するよう求め
られます。 メインフレーム・ジョブの「コード生成」ダイアログ・ボックスが表示
されます。 このダイアログ・ボックスには、コード生成ファイルの詳細と、コンパ
イル・メッセージの表示域があります。 また、次のボタンがあります。
v 「生成」。 このボタンをクリックすると、ジョブ・デザインが検証され、メイン
フレームに転送するための COBOL コードと JCL ファイルが生成されます。
v 「表示」。 生成されたファイルを表示できます。
v 「ジョブのアップロード」。 このボタンは、コード生成が正常終了した場合に有
効になります。 クリックすると、「リモート・システム」ダイアログ・ボックス
が開き、ここで、生成されたコードのアップロード先のマシンを指定できます。
状況メッセージは、ダイアログ・ボックス内の「検証とコード生成の状況」ウィン
ドウに表示されます。

ジョブの検証
メインフレーム・ジョブを検証して、ステージと、ステージで使用される式を検査
します。
メインフレーム・ジョブ・デザインの検証には、以下が含まれます。
v ジョブのすべてのステージが、1 つの連続したフローでつながれていること、各
ステージに必要な数の入力および出力リンクが設定されていることを確認しま
す。
v 各ステージで使用されている式の構文と意味が正しいか検査します。
各ステージが検証される際、状況メッセージが表示されます。ステージが失敗する
と、検証は停止します。
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コード生成
コード生成ではまず、ジョブ・デザインを検証します。 検証が失敗した場合、コー
ド生成は停止します。
検証に関する状況メッセージは、「検証とコード生成の状況」ウィンドウに表示さ
れます。 状況メッセージには、生成されるファイルの名前と場所、各 Relational ス
テージで使用されるデータベース名とユーザー名が記述されています。
コード生成中には、次の 3 ファイルが生成されます。
v COBOL プログラム・ファイル。生成された実際の COBOL コードが含まれま
す。
v コンパイル JCL ファイル。ターゲット・メインフレーム・マシンでの COBOL
コードのコンパイルを制御する JCL が含まれます。
v 実行 JCL ファイル。ジョブのコンパイル後のメインフレームでの実行を制御する
JCL が含まれます。

ジョブのアップロード
メインフレーム・コードが正しく生成されたら、そのファイルを、ジョブをコンパ
イルして実行するターゲット・メインフレームにアップロードできます。

このタスクについて
ジョブをアップロードするには、「ファイル」>「ジョブのアップロード」を選択し
ます。 「リモート・システム」ダイアログ・ボックスが表示されます。ここで、タ
ーゲット・メインフレーム・システムへの接続に関する情報を指定できます。 ター
ゲット・マシンに正常に接続されると、「ジョブのアップロード」ダイアログ・ボ
ックスが表示され、ジョブを実際にアップロードできます。

JCL テンプレート
IBM InfoSphere DataStage JCL テンプレートを使用して、メインフレーム・ジョブ
の生成時に必要な JCL ファイルを作成します。
InfoSphere DataStage には、多様なタスクに対応できる組み立て式の JCL テンプレ
ート・セットが付属しています。
提供されるテンプレートは、エンジン層サーバーのインストール・ディレクトリー
の下にある JCL Templates ディレクトリーにあります。 また、テンプレートのコ
ピーが、各 InfoSphere DataStage プロジェクトの InfoSphere DataStage リポジトリ
ーにもあります。
テンプレートは、特定プロジェクトの要件に合わせて編集することができます。 こ
れは、デザイナーから「JCL テンプレート」ダイアログ・ボックスを使用して行い
ます。 「ツール」 > 「JCL テンプレート」 を選択して、「JCL テンプレート」
ダイアログ・ボックスを開きます。 次のフィールドとボタンを含みます。
v 「プラットフォーム・タイプ」。 インストールされているプラットフォームのタ
イプが、ドロップダウン・リストに表示されます。
v 「テンプレート名」。 選択されたプラットフォームに使用できる JCL テンプレ
ートが、ドロップダウン・リストに表示されます。
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v 「簡略説明」。 選択されたテンプレートについて簡単に説明します。
v 「テンプレート」。 選択されたテンプレートが含むコードです。
v 「保存」。 このボタンは、コードを編集した場合、または変更されたテンプレー
トをその後デフォルト・コードにリセットした場合に有効になります。 「保存」
をクリックすると、変更が保存されます。
v 「リセット」。 テンプレートのコードをデフォルト・テンプレートのコードにリ
セットします。
すべてのプロジェクトに適用されるシステム規模の変更がある場合、テンプレート
のデフォルトを編集できます。ここで行った変更は、その InfoSphere DataStage エ
ンジン層上にあるすべての InfoSphere DataStage プロジェクトによって使用されま
す。 JCL Templates ディレクトリーには、編集可能なデフォルト・セットと、読み
取り専用のマスター・セットの 2 つのテンプレート・ファイル・セットが含まれま
す。 デフォルト・テンプレートに読み取り専用のマスターをコピーすることによ
り、必要に応じていつでもマスター・テンプレートに戻すことが可能です。デフォ
ルト・テンプレートの編集には、Microsoft Notepad などの一般的な編集ツールを使
用します。

コードのカスタマイズ
「コード生成」ダイアログ・ボックスの「カスタマイズのための COPY ステート
メントを作成」ボックスをチェックすると、 IBM InfoSphere DataStage によって、
生成される COBOL プログラムに、カスタマイズできる個所が 4 つ用意されま
す。
プログラムの初期化時、終了時、あるいはその両方に実行されるコードを追加でき
ます。 ただし、生成されるプログラムの行ごとの処理に影響するコードは追加でき
ません。
「カスタマイズのための COPY ステートメントを作成」にチェック・マークを付
けると、生成される COBOL プログラムに次の 4 つの COPY ステートメントが追
加されます。
v COPY ARDTUDAT。 このステートメントは、PROCEDURE DIVISION ステー
トメントの直前に生成されます。 これを使用して、WORKING-STORAGE の変
数または LINKAGE SECTION をプログラムに追加できます。
v COPY ARDTUBGN。 このステートメントは、PROCEDURE DIVISION ステー
トメントの直後に生成されます。 これを使用して、独自のプログラム初期化コー
ドを追加できます。 ARDTUDAT に LINKAGE SECTION を組み込んだ場合、こ
れを使用して PROCEDURE DIVISION ステートメントに USING 節を追加でき
ます。
v COPY ARDTUEND。 このステートメントは、各 STOP RUN ステートメントの
直前に生成されます。 これを使用して、独自のプログラム終了コードを追加でき
ます。
v COPY ARDTUCOD。 このステートメントは、COBOL プログラム内の最後のス
テートメントとして生成されます。 これを使用して、コードに独自のパラグラフ
を追加します。 このパラグラフは、ARDTUBGN および ARDTUEND 内のコー
ドから PERFORM で呼び出されるパラグラフです。
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InfoSphere DataStage では、こうした 4 つの COPYLIB メンバーのデフォルト版が
提供されています。 提供時に、ARDTUDAT、ARDTUEND、および ARDTUCOD
にはコメントのみ、ARDTUBGN にはコメントとピリオドが含まれています。
これらのメンバーをそのままにして独自の COPYLIB を作成することも、
InfoSphere DataStage ランタイム COPYLIB に独自のメンバーを作成することもで
きます。 このメンバーをそのままにする場合は、 InfoSphere DataStage のコンパイ
ルとリンクの JCL テンプレートを変更して、 InfoSphere DataStage ランタイム
COPYLIB の前に、独自の COPYLIB の名前を追加してください。 InfoSphere
DataStage COPYLIB 内のメンバーを置き換える場合には、JCL テンプレートの変更
は不要です。

複数ジョブのコンパイル
IBM InfoSphere DataStage には、ジョブのコンパイル・プロセスをガイドするコン
パイラー・ウィザードがあります。

このタスクについて
このウィザードは、デザイナー・クライアントまたはディレクター・クライアント
のツール・メニューから開始できます。 「ツール」 > 「マルチ・ジョブ・コンパ
イル」を選択します。 リポジトリー・ツリーまたは「拡張検索」ウィンドウで複数
の項目を選択し、ショートカット・メニューでコンパイラー・ウィザードを開始す
ることもできます。

手順
1. 「ツール」メニューからウィザードを開始した場合、コンパイル対象ジョブの選
択基準を指定するよう、画面で求められます。 次の中から 1 つ以上選択しま
す。
v サーバー
v パラレル
v メインフレーム
v シーケンス
v カスタム・サーバー・ルーチン
v カスタム・パラレル・ステージ・タイプ
現在コンパイルされていないジョブのみのコンパイルや、コンパイル項目の手
動選択も指定できます。
2. 「次へ>」をクリックします。
「ジョブ選択ページを表示」オプションを選択している場合、「ジョブ選択オー
バーライド」画面が表示されます。左のペインでジョブを選択して、「追加」ボ
タンを押すと右のペインにジョブが追加されます。「削除」ボタンを押すと右の
ペインからジョブが削除されます。 フォルダーを選択していて「追加」をクリ
ックすると、そのフォルダーの全項目が選択されて、右のペインに移動します。
右のペインにあるすべてのジョブがコンパイルされます。

234

デザイナー・クライアント・ガイド

3. 「次へ>」をクリックします。パラレル・ジョブまたはメインフレーム・ジョブ
をコンパイルする場合、「コンパイラー・オプション」画面が表示されます。こ
こで、以下を指定できます。
v 強制コンパイル (パラレル・ジョブの場合)。
v コード生成対象のメインフレーム・ジョブ用のアップロード・プロファイル。
4. 「次へ>」をクリックします。 「コンパイル処理」画面に、選択した項目の名前
と、その現在のコンパイル状況が表示されます。
5. 「コンパイル開始」をクリックして、コンパイルを開始します。 コンパイルが
進むにつれて、状況が「待機」から「コンパイル中」、その後、「コンパイル
OK」または「失敗」へと変化し、各ジョブの詳細が、コンパイル時にコンパイ
ル出力ウィンドウに表示されます。「キャンセル」ボタンをクリックすると、コ
ンパイルが停止します。ただし、コンパイルとコンパイルの間にしかキャンセル
できないため、デザイナー・クライアントの応答に時間がかかる場合がありま
す。
6. 「完了」をクリックします。 「コンパイル・レポートの表示」チェック・ボッ
クスが選択されている場合、コンパイルで生成されたレポートがジョブ・コンパ
イル・レポート画面に表示されます。
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第 14 章 シーケンス・ジョブのビルド
より複雑なデザインの場合、シーケンス・ジョブをビルドして、複数のジョブを他
のジョブと一緒に実行することができます。シーケンス・ジョブを使用すると、ブ
ランチやループなどのプログラミング制御をジョブ・ワークフローに組み込むこと
ができます。
IBM InfoSphere DataStage には、シーケンス・ジョブと呼ばれる特殊なタイプのジ
ョブが含まれています。こうしたジョブは、実行するパラレル・ジョブまたはサー
バー・ジョブのシーケンスを指定するために使用します。シーケンス内のジョブが
成功したか失敗したかに応じて取るべき各種アクションなどの、制御情報を指定し
ます。シーケンス・ジョブを作成したら、パラレル・ジョブまたはサーバー・ジョ
ブの場合と同様に、InfoSphere DataStage ディレクター・クライアントを使用して、
その実行をスケジュールします。シーケンス・ジョブは、InfoSphere DataStage リポ
ジトリーおよび InfoSphere DataStage ディレクター・クライアントにリストされて
います。

シーケンス・ジョブのデザイン
シーケンス・ジョブのデザインは、パラレル・ジョブのデザインと同様です。シー
ケンス・ジョブを Designer Client で作成して、ステージを追加します。追加するス
テージは、アクティビティーと呼ばれます。2 つのアクティビティーをリンクする
場合、制御のフローを定義するトリガーを定義します。ジョブ・シーケンスには、
プロパティーがあり、またシーケンス・ジョブ内のアクティビティーに渡されるパ
ラメーターが含まれている場合もあります。
各アクティビティーにも、シーケンス・ジョブ内の他のアクティビティーに渡され
るプロパティーが含まれています。ステージの場合と同様に、各アクティビティー
にはジョブ・パラメーターを定義できます。トリガー式内のパラメーターをテスト
して、そのパラメーターをシーケンス・ジョブ内の他のアクティビティーに渡すこ
とができます。
以下のシーケンス・ジョブは、Demo ジョブを実行するシーケンスを示しています。
このシーケンス・ジョブが正常に実行されると、success トリガーによって、
Overnightrun シーケンス・ジョブが実行されることになります。 Demo ジョブが失
敗すると、Failure トリガーによって Failure シーケンス・ジョブが実行されるこ
とになります。
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図 21. サンプルのシーケンス・ジョブ

シーケンス・ジョブの作成
アクティビティーを追加して、リンクし、各アクティビティーのトリガーを指定
し、各アクティビティーのパラメーターを追加 (オプション) することで、シーケン
ス・ジョブを作成します。

手順
1. Designer Client のメニュー・バーで「ファイル」 > 「新規」とクリックしま
す。「新規」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「ジョブ」フォルダーをクリックしてから、「シーケンス・ジョブ」をクリック
します。
3. 「OK」をクリックします。
4. パレットでアクティビティーをシーケンス・ジョブに追加します。
5. 各アクティビティーのプロパティー (アクティビティーがトリガーされたときに
実行されるジョブまたはアクティビティーなど) を指定します。
6. 各アクティビティーを一緒にリンクします。
7. トリガー情報を指定して、アクティビティーが成功または失敗した場合に実行さ
れるアクションを定義します。
8. シーケンス・ジョブを保存します。シーケンス・ジョブ名は最大 255 文字にす
ることができますが、英字で始まっていなければならず、また英数字とアンダー
スコアーを使用できます。スペースは許可されません。
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トリガーの指定
トリガーは、シーケンス・ジョブの一部として実行される場合のアクティビティー
のアクションを決定します。「トリガー」タブをアクティビティーのプロパティー
で使用できるようにするには、2 つのアクティビティーをリンクする必要がありま
す。

このタスクについて
アクティビティーは、入力トリガーを 1 つしか持つことができませんが、出力トリ
ガーは複数持つことができます。関連のトリガーがアクティブになるには、シーケ
ンス・ジョブを実行する必要があります。シーケンス・ジョブの実行が失敗する
と、関連のトリガーはアクティブになりません。例えば、シーケンス・ジョブが
Aborted 状態になっていると、そのシーケンス・ジョブ内のアクティビティーのト
リガーをアクティブにすることはできません。

手順
1. 2 つのアクティビティー間のリンクを作成します。
2. リンク名を、トリガーされるアクションを表すものに変更します。例えば、アク
ティビティーに 2 つの出力リンクがあり、1 つが成功を表すもの、もう 1 つが
失敗を表すものとします。最初のリンクの名前を success に、もう 1 つのリン
クの名前を failure にします。
3. トリガーを指定する対象のアクティビティーのプロパティーを開きます。
4. 「式タイプ」フィールドで、選択したアクティビティーのトリガーを選択しま
す。
オプション

説明

OK

ソース・アクティビティーが成功した場合に
ターゲット・アクティビティーを実行しま
す。

Failed

ソース・アクティビティーが失敗した場合に
ターゲット・アクティビティーを実行しま
す。

ReturnValue

アクティビティーが実行されると、ルーチン
またはコマンドを返します。

Warning

アクティビティーが警告を作成すると、メッ
セージを返します。

Custom

アクティビティーにカスタマイズされたトリ
ガーを実行します。これは式として定義しま
す。

UserStatus

カスタマイズされた状況メッセージを返し、
ログに書き込みます。

無条件

同じトリガーを実行する他のアクティビティ
ーに関係なく、ソース・アクティビティーが
完了すると、ターゲット・アクティビティー
を実行します。

その他

すべての条件付きトリガーの成否に関係なく
ソース・アクティビティーを実行します。
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5. オプション: 式タイプに Custom または UserStatus を選択した場合、「式」フ
ィールドに式の構文を入力します。
6. 「OK」をクリックして、アクティビティーの「プロパティー」ウィンドウを閉
じます。

トリガー・タイプ
シーケンス・ジョブ内のアクティビティーをリンクするときには、アクティビティ
ーの実行時に実行されるアクションを決定するトリガーを指定します。各アクティ
ビティーは、異なるトリガー・タイプを出力できます。3 つのタイプのトリガーが
使用可能ですが、一部のタイプにはサブタイプがあります。
条件付き
条件付きトリガーは、ソース・アクティビティーが指定された条件を満たす
と、ターゲット・アクティビティーを実行します。条件は式で定義され、以
下のいずれかのタイプになります。
表 4. 条件付きトリガーのタイプ
条件付きトリガー

操作

OK

ソース・アクティビティーが成功すると、タ
ーゲット・アクティビティーを実行します。

Failed

ソース・アクティビティーが失敗すると、タ
ーゲット・アクティビティーを実行します。

ReturnValue

アクティビティーが実行されると、ルーチン
またはコマンドを返します。

Warnings

アクティビティーが警告を作成すると、メッ
セージを返します。

Custom

アクティビティーに、カスタマイズされたト
リガーを実行します。このトリガーは式とし
て定義します。

User status

カスタマイズされた状況メッセージを返し、
ログに書き込みます。

無条件 無条件トリガーは、同じアクティビティーから他のどのトリガーが実行され
るかに関係なく、ソース・アクティビティーが完了すると、ターゲット・ア
クティビティーを実行します。
その他 その他トリガーは、ソース・アクティビティーに複数の出力トリガーがある
が、条件付きトリガーのどれもが実行されなかった場合のデフォルトとして
使用されます。

トリガー式の構文
シーケンス・ジョブにトリガーの式を入力して、値を設定したり、カスタム値を定
義したりできます。式の構文は、パラレル・ジョブの BASIC Transformer ステージ
およびサーバー・ジョブの Transformer ステージで使用可能な構文全体の一部で
す。
組み込み式エディターを使用して、式を有効なものにしてください。以下のリスト
には、トリガーの有効な式を作成するために入力できる値が含まれています。
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v 二重引用符または単一引用符で囲まれたリテラル・ストリング
v 数値定数 (整数値および浮動小数点)
v シーケンス・ジョブのパラメーター
v ジョブ終了状況などの事前アクティビティー変数
v サーバー・ジョブ内のすべての組み込み BASIC 関数
v 以下のマクロおよび定数
– DSHostName
– DSJobController
– DSJobInvocationId
– DSJobName
– DSJobStartDate
– DSJobStartTime
– DSJobStartTimestamp
– DSJobWaveNo
– DSProjectName
v プラス記号 (+)、マイナス記号 (-)、乗算記号 (*)、除算記号 (/) などの算術演算
子
v より大記号 (>)、より小記号 (<)、等号 (=) などの関係演算子
v 論理演算子 (AND または NOT) と通常の括弧規則
v IF、THEN、および ELSE などの 3 項演算子

カスタム・トリガー式の構文
「Custom」、「ReturnValue」、および「UserStatus」の条件付きトリガーにトリガ
ー式を定義する場合、変数を使用できます。以下の表では、サポートされるそれぞ
れのアクティビティー・タイプに使用できる変数について説明します。
この表では、activity_stage はアクティビティーの名前です。シーケンス・ジョブか
らのジョブ・パラメーターも使用できます。
ネスト条件のカスタム・トリガーとシーケンサー・アクティビティーは、上の表に
ある、接続されたアクティビティーによって使用されるどの変数でも使用できま
す。
重要: 複数の有効な変数名 (ジョブ・パラメーター名やジョブ終了状況など) を式に
入力する際には、それらを番号記号 (#) で区切らないようにしてください。
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表 5. さまざまなアクティビティー・タイプのトリガー式の定義で使用される変数
アクティビティー・タイプ 変数

使用法

例外ハンドラー (ステージ activity_stage.$ErrMessage
自体ではなく、ステージが
開始するアクティビティー
のシーケンスで使用可能) activity_stage.$ErrNumber

例外が発生した場合に警告
としてログに記録されるメ
ッセージのテキスト。
例外ハンドラー・アクティ
ビティーが呼び出された理
由を示すエラー・コードを
返します。
1

アクティビティーはジ
ョブを実行しました
が、特定のハンドラー
が構成されていなかっ
たので、異常終了しま
した。

-1 ジョブは、未指定の理
由で実行に失敗しまし
た。

実行コマンド

activity_stage.$ErrSource

例外をトリガーしたアクテ
ィビティーのステージ・ラ
ベル。例えば、実行に失敗
したジョブは Activity ス
テージで呼び出されまし
た。

activity_stage.$CommandName

アクティビティーで実行さ
れたコマンドの名前。パス
名が指定されていた場合、
それを含みます。

activity_stage.$CommandOutput

コマンドの実行で取り込ま
れた出力。

activity_stage.$ReturnValue

コマンド状況。

ジョブ・アクティビティー activity_stage.$JobName
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実行されたジョブの名前。
呼び出し ID が存在する
場合、それを含みます。

activity_stage.$JobStatus

完了したジョブのジョブ状
況の値。

activity_stage.$UserStatus

選択されたジョブのユーザ
ー状況の値。

ルーチン・アクティビティ activity_stage.$ReturnValue
ー

ルーチン・リターン・コー
ドの値。

activity_stage.$RoutineName

呼び出されたルーチンの名
前。
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表 5. さまざまなアクティビティー・タイプのトリガー式の定義で使用される変数 (続き)
アクティビティー・タイプ 変数

使用法

ファイル待機アクティビテ activity_stage.$ReturnValue
ィー

DSWaitForFile サブルーチ
ンによって返される値:
0

DSWaitForFile サブル
ーチンは、指定された
ファイルを正常に待機
しました。

1

DSWaitForFile サブル
ーチンがタイムアウト
になったか、未指定の
アクションが発生しま
した。

シーケンス・ジョブの再実行
シーケンス・ジョブは、失敗した場合に再実行できるように、チェックポイント情
報を記録します。再開可能なシーケンスを実行していて、ジョブの 1 つが失敗した
場合、その問題を修正して、失敗したところからシーケンス・ジョブを再実行でき
ます。

このタスクについて
チェックポイントの記録は、プロジェクト単位のレベルで、または個々のシーケン
ス・ジョブに対して有効または無効にできます。シーケンス・ジョブに対してチェ
ックポイントの記録を有効にする場合、シーケンス・ジョブ内の個別のコンポーネ
ントのチェックポイントが記録されないように指定できます。こうしたコンポーネ
ントは、直前の実行の成否に関係なく、シーケンスが再実行されると、必ず強制的
に実行されます。
また、シーケンス・ジョブの実行時に発生したエラーを、シーケンス・ジョブが自
動的に処理するよう指定することもできます。エラーを自動的に処理するようにす
ると、シーケンス・ジョブ内のすべてのアクティビティーに対してエラー処理トリ
ガーを指定する必要はありません。この設定は、プロジェクト単位のレベルで、ま
たは個々のシーケンス・ジョブに対して有効または無効にできます。

手順
1. ジョブが再実行できるようにします。シーケンス・ジョブが再実行可能であり、
そのジョブの 1 つが実行中に失敗すると、以下の状況が Director Client に示さ
れます。
異常終了/再開可能

2. シーケンス・ジョブに対する以下のいずれかのアクションを選択します。
オプション

説明

ジョブの実行

必要なコンポーネントがのみが実行されるよ
うに、シーケンスがチェックポイント情報を
使用して再実行されます。
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オプション

説明

ジョブのリセット

すべてのチェックポイント情報がクリアされ
ます。シーケンス・ジョブを再実行する場
合、シーケンス・ジョブ全体が実行されま
す。

重要: シーケンス・ジョブのフローがエラー処理ステージに分岐すると、
InfoSphere DataStage は、以降のチェックポイント情報は記録しません。この動
作により、シーケンス・ジョブが再実行され、別のエラーが発生しても、エラー
処理パスのアクティビティーがスキップされることがなくなります。

シーケンス・ジョブでのパラメーターの作成
値をハードコーディングするのではなく、シーケンス・ジョブにパラメーターを使
用して実行時に値を指定します。シーケンス・ジョブを実行するたびにパラメータ
ーの値を指定すると、接続先のデータベースや参照するファイル名など、正しいリ
ソースが使用されるようになります。

このタスクについて
パラメーターの値は、シーケンス・ジョブの実行時に収集されます。定義するパラ
メーターは、シーケンス・ジョブ内のすべてのアクティビティーに使用可能になる
ので、使用可能なすべてのパラメーターがこのページにリストされます。例えば、3
つのジョブをスケジュールしていて、実行時にはそのそれぞれに入力ファイルが必
要である場合、それぞれの入力ファイルに個別のパラメーターを指定できます。そ
の後で、作成したパラメーターを使用するように、各アクティビティーのジョブを
編集します。シーケンス・ジョブを実行するときには、「ジョブ実行オプション」
ウィンドウが開き、各パラメーターの値を入力するように求めるプロンプトが出さ
れます。こうして、実行時に適切なファイル名が各ジョブに渡されます。

手順
1. パラメーターを定義する対象のジョブを開きます。
2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」とクリックして、「ジョブ・プロパティ
ー」ウィンドウを開きます。
3. 「パラメーター」タブをクリックします。
4. 作成しようとしているパラメーターについて以下の情報を入力します。各パラメ
ーターは、ソース・ファイルまたはディレクトリーを表します。
パラメーター名
パラメーターの名前。
プロンプト
ジョブ実行時に、このパラメーターに表示するテキスト。
タイプ
作成しようとしているパラメーターのタイプ。以下の値のいずれかとするこ
とができます。
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パラメーター・タイプ

説明

「String」

テキスト・ストリングの指定に使用されま
す。

暗号化

パスワードの指定に使用されます。 デフォ
ルト値を設定するには、「デフォルト値」セ
ルをダブルクリックして、「パスワードの設
定」ウィンドウを開きます。「暗号化ストリ
ング」フィールドにパスワードを入力し、
「暗号化ストリングの確認」フィールドにそ
れをもう一度入力します。

「Integer」

長整数の指定に使用されます。この値は
-2147483648 から 2147483647 とすることが
できます。

「Float」

double 整数の指定に使用されます。この値は
1.79769313486232E308 から
-4.94065645841247E-324 および
4.94065645841247E-324 から
-1.79769313486232E308 とすることができま
す。

「パス名」

パス名またはファイル名の指定に使用されま
す。

「リスト」

ストリング変数のリストの指定に使用されま
す。リストを作成するには、「デフォルト
値」セルをダブルクリックして、「リストお
よびデフォルトの設定」ウィンドウを開きま
す。

日付

yyyy-mm-dd 形式での日付の指定に使用されま
す。

時刻

hh:mm:ss 形式での時刻の指定に使用されま
す。

デフォルト値

ディレクトリー・パスなど、パラメーターの
デフォルト値。

ヘルプ・テキスト

ジョブ実行時に、「ジョブ実行オプション」
ウィンドウの「プロパティー・ヘルプ」をク
リックすると表示されるテキスト。

5. 「OK」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。

シーケンス・ジョブの環境変数の作成
環境変数は、シーケンス・ジョブ内で使用するジョブ・パラメーターとして定義で
きます。シーケンス・ジョブを実行する際には、環境変数の実行時の値を指定しま
す。

このタスクについて
システム環境変数を作成するには、InfoSphere DataStage and QualityStage は
Administrator Client を使用します。
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手順
1. 環境変数の定義対象となるジョブを開きます。
2. Ctrl + J を押して「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを開きます。
3. 「パラメーター」タブをクリックします。
4. 「パラメーター」ページの右下で、「環境変数の追加」をクリックします。
「環境変数の選択」 ウィンドウが開き、使用可能な環境変数のリストが表示さ
れます。
オプション

説明

新規環境変数を作成するには、次のようにし
ます。

1. 「新規」をクリックします。「新しい環
境変数を作成」ウィンドウが開きます。
2. 名前と実行時に表示したいプロンプトを
入力して、「OK」をクリックします。
3. リストで、作成した環境変数をクリック
します。

既存の環境変数を使用するには、次のように
します。

実行時にオーバーライドしたい環境変数をク
リックします。

5. パラメーター・グリッドに環境変数がリストされ、ドル記号 ($) でジョブ・パラ
メーターと区別されます。
6. 環境変数の値を「デフォルト値」列に入力します。編集できるのはこのフィール
ドだけです。指定する環境変数のタイプに応じて、値の入力を促すウィンドウが
開く場合があります。
7. 「OK」をクリックして、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを閉じます。

シーケンス・ジョブのプロパティー
パラレル・ジョブおよびサーバー・ジョブと同様に、シーケンス・ジョブにも基本
プロパティーが含まれています。シーケンス・ジョブがどのように実行されるかを
決定するには、こうした特性を指定します。

「全般」ページ
「全般」ページを使用すると、シーケンス・ジョブのデフォルト・パラメーターを
指定できます。
「全般」ページには、以下のフィールドがあります。
ジョブ・バージョン番号
N.n.n として表されるシーケンス・ジョブのバージョン番号。N はバージョン番
号で、n.n はバグ修正番号です。
v バージョン番号により、ジョブとインストールされている IBM InfoSphere
DataStage のバージョンとの互換性を確認できます。この番号は、InfoSphere
DataStage のインストール時に自動的に設定されるもので、編集できません。
v バグ修正番号は、ジョブ・シーケンスのデザインやプロパティーに対する小
規模な変更を反映します。この番号を変更するには、それを選択して新規の
値を直接入力するか、矢印ボタンで番号を増加させます。
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マルチインスタンス可能
Director Clientがこのシーケンス・ジョブの複数インスタンスを実行できるよう
にします。
ジョブの簡略説明
シーケンス・ジョブの簡略説明 (オプション)。
ジョブの詳細説明
シーケンス・ジョブの詳細説明 (オプション)。
以下のコンパイル・オプションは、ジョブの 1 つが失敗した場合のシーケンス・ジ
ョブの再実行に関する詳細を指定します。
シーケンスが再開できるようチェックポイントを追加
このジョブが失敗した場合に再開できるようにします。InfoSphere DataStage
Administrator Client においてプロジェクト単位でこの機能を有効にしている場
合、このオプションは、シーケンス・ジョブの作成時にデフォルトで選択されて
います。
失敗したアクティビティーを自動処理
シーケンス内で失敗したジョブが自動的に処理されます (つまり、ジョブ失敗に
対する特定のトリガーは必要ありません)。 InfoSphere DataStage Administrator
Client においてプロジェクト単位でこの機能を有効にしている場合、このオプシ
ョンは、シーケンス・ジョブの作成時にデフォルトで選択されています。
重要: この機能を使用する場合、ゼロ以外の値を返して成功を示すルーチンは、
シーケンス・ジョブで使用しないようにしてください。InfoSphere DataStage で
は、ゼロ以外の値は失敗を示します。
エラー処理用の特定のトリガーを持たない各アクティビティーについて、エラー
処理ポイントに分岐するためのコードが挿入されます。コンパイラーがエラーを
処理するコードを挿入した場合、ジョブ・シーケンス内のジョブが失敗すると、
以下のシーケンスのアクションが実行されます。
v ジョブが警告で終了したことを示す警告がログに記録されます。
v シーケンス・ジョブに例外ハンドラーが定義されている場合、コードはその
例外ハンドラーを使用します。
v 例外ハンドラーが定義されていない場合、シーケンス・ジョブが失敗し、メ
ッセージが出されます。
OK 以外の状況で終了したアクティビティーの後に警告をログ出力
シーケンス・ジョブ内のジョブがゼロ以外の完了コード (警告や致命的エラーな
ど) で終了した場合、シーケンス・ログにメッセージが生成されます。また、失
敗したルーチンまたはコマンドのアクティビティーについても、メッセージが記
録されます。
各ジョブの実行後にレポート・メッセージをログ出力
シーケンス・ジョブの実行直後にジョブの状況レポートが生成されます。以下の
例は、レポートに組み込まれる情報のタイプを示しています。
**************************************************
ジョブ状況レポート: jobname
作成: 2003-10-31 16:13:09
ジョブ開始時刻 =2003-10-31 16:13:07
ジョブ終了時刻 =2003-10-31 16:13:07
ジョブ経過時間 =00:00:00
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ジョブ状況 =1 (完了 OK)
ステージ: stagename1、10000 行を入力しました
ステージ開始時刻 =2003-10-31 16:17:27、終了時刻 =2003
-10-31 16:17:27、経過 =00:00:00
リンク: linkname1、10000 行
ステージ: stagename2、10000 行を入力しました
ステージ開始時刻 =2003-10-31 16:17:28、終了時刻 =2003
-10-31 16:17:28、経過 =00:00:00
リンク: linkname2、10000 行
リンク: linkname3、10000 行

「パラメーター」ページ
「パラメーター」ページを使用すると、シーケンス・ジョブのパラメーター、パラ
メーター・セット、および環境変数を指定できます。
「パラメーター」ページには、以下の列があります。
パラメーター名
パラメーターの名前。
プロンプト
実行時のダイアログでフィールド名として使用されるテキスト。
タイプ
パラメーター・タイプ。
デフォルト値
パラメーターのデフォルトの設定値。
ヘルプ・テキスト
シーケンス・ジョブの実行時に、ユーザーが「ジョブ実行オプション」ウィンド
ウの「プロパティー・ヘルプ」をクリックすると表示されるテキスト。
ジョブ・シーケンスでは、名前でパラメーターを参照できます。 式の入力では、こ
の名前を直接入力します。 通常の単一行テキスト・ボックスにパラメーター名を入
力する場合には、#dayofweek# のように、番号記号で名前を区切る必要がありま
す。

「ジョブ制御」ページ
「ジョブ制御」ページには、シーケンス・ジョブがコンパイルされたときに生成さ
れるコードが表示されます。
このページには、シーケンス・ジョブの問題を診断するために使用する情報が含ま
れています。

「従属性」ページ
「従属性」ページを使用すると、シーケンス・ジョブが実行する関数、ルーチン、
ジョブなどのシーケンス・ジョブの従属性を表示できます。
ここにシーケンス・ジョブの従属性をリストしてあるので、シーケンス・ジョブが
別のシステムで使用するためにパッケージ化される場合に、必要なすべてのコンポ
ーネントが確実に組み込まれます。
「従属性」ページには、以下のフィールドがあります。
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タイプ
シーケンス・ジョブが従属する項目のタイプ。これには以下のいずれかの項目が
可能です。
ジョブ
リリース済みジョブまたはリリースされていないジョブ。ジョブをシーケン
ス・ジョブに追加すると、このフィールドが自動的に更新され、従属性が組
み込まれます。シーケンス・ジョブからジョブを削除した場合は、従属性リ
ストから手動でそれを除去する必要があります。
ローカル
ローカルでカタログされている BASIC 関数およびサブルーチン (すなわ
ち、変換処理ルーチンと前/後処理ルーチン)。
グローバル
グローバルでカタログされている BASIC 関数およびサブルーチン。カスタ
ム UniVerse 関数など。
ファイル
ファイルの名前。
ActiveX
ActiveX (OLE) オブジェクトの名前 (UNIX ベースのシステムでは使用でき
ません)。
名前
関数またはルーチンの名前。 必要な名前は、以下のように従属性のタイプによ
って異なります。
ジョブ
リリース済みジョブまたはリリースされていないジョブの名前。
ローカル
カタログ名。
グローバル
カタログ名。
ファイル
ファイル名。
ActiveX
ActiveX オブジェクトの名前。
場所
従属性の位置。 参照ダイアログ・ボックスを使用すると便利です。 この位置に
は絶対パスも可能ですが、次の環境変数を使用した相対パスを指定することをお
勧めします。
%SERVERENGINE%
サーバー・エンジンのアカウント・ディレクトリー。このディレクトリーは
通常、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine です。
%PROJECT%
現行プロジェクトのディレクトリー。
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%SYSTEM%
Windows ではシステム・ディレクトリーで、UNIX では /usr/lib ディレ
クトリー。

シーケンス・ジョブのアクティビティー
シーケンス・ジョブには、シーケンス・ジョブの実行時に実行されるアクションを
示す特殊なステージであるアクティビティーが含まれます。アクティビティーとの
対話は、パラレル・ジョブおよびサーバー・ジョブでステージと対話する場合と同
様に行います。
ジョブ・シーケンスにアクティビティーを追加するには、対応するアイコンをパレ
ットからシーケンス・ジョブ・キャンバスにドラッグします。アクティビティーお
よびトリガーを追加してシーケンス・ジョブをデザインしたら、各アクティビティ
ーのプロパティーを定義します。定義するプロパティーは、アクティビティーの動
作を制御します。
アクティビティーのプロパティーを表示するには、Designer Client キャンバスでア
クティビティーを開きます。各アクティビティーのプロパティーは、処理するアク
ティビティーのタイプによります。すべてのアクティビティーには「全般」タブが
あり、出力トリガーを含むアクティビティーには「トリガー」タブがあります。
ジョブまたはルーチンをアクティビティーとしてデザインに追加することもできま
す。このためには、関連アイコンを Designer Client リポジトリーからドラッグし
て、シーケンス・ジョブ・キャンバスにドロップします。

アクティビティーの全般プロパティー
アクティビティーを追加し、トリガーを指定してシーケンス・ジョブをデザインし
たら、各アクティビティーの動作を決定する詳細を入力します。
各アクティビティーで使用可能なページは、アクティビティーのタイプによって異
なります。ただし、すべてのアクティビティーに「全般」ページがあり、出力トリ
ガーが設定されたアクティビティーには「トリガー」ページがあります。
全般
名前
アクティビティーの名前。
説明
アクティビティーの説明 (オプション)。
ログ・テキスト
アクティビティーの実行時に Director Client のログに書き込まれるテキ
スト。
トリガー
名前
出力トリガーの名前。
式タイプ
トリガーに関連付ける式のタイプ。
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式 トリガーに関連付ける式。ほとんどの事前定義条件で、このフィールド
は固定されています。式を入力できる条件であれば、カスタム式を入力
できます。

ループ終了アクティビティーのプロパティー
End Loop ステージは、ループの終了を示します。
Start Loop ステージと End Loop ステージの間にあるすべてのステージが、そのル
ープに含まれます (ループ・ステージの使用例で説明)。 このステージと対になる
Start Loop Activity ステージにリンクを引いて戻します。
このステージに特別なプロパティーはありません。

コマンド実行アクティビティーのプロパティー
ExecCommand ステージを使用すると、実行コマンドのアクティビティーに関する情
報を指定できます。
ExecCommand ステージには、「全般」ページおよび「トリガー」ページに加えて、
以下のフィールドがあります。
コマンド
実行するコマンドの絶対パス名。 これには、オペレーティング・システム・コ
マンド、バッチ・コマンド・ファイル、または実行可能ファイルを指定できま
す。実行時に実際のコマンドを指定できるように、ジョブ・パラメーターを使用
できます。 このフィールドに入力されるパラメーターは、番号記号 (#) で区切
る必要があります。 外部パラメーター・ヘルパーで選択されたパラメーター
は、番号記号で自動的に囲まれます。 コマンドまたはジョブ・パラメーターを
参照できます。
パラメーター
コマンドにパラメーターを渡すことができます。 これは、コマンドで規定され
ているフォーマットで入力してください。 実行時に値が指定されるパラメータ
ーを指定することもできます。「参照」ボタンをクリックすると、外部パラメー
ター・ヘルパーが開き、現時点にジョブ・シーケンスで使用できるパラメーター
がすべて表示されます。 これらのフィールドに入力されるパラメーターは、番
号記号 (#) で区切る必要があります。 外部パラメーター・ヘルパーで選択され
たパラメーターは、番号記号で自動的に囲まれます。
コマンド・パラメーターの前にストリング /NOLOG/ を置くと、ジョブ・ログ
にパラメーターが表示されないようにできます。 この機能は、パラメーターに
パスワードその他の機密情報が含まれている場合に有用です。
チェックポイント実行しない
この特定のコマンド実行操作のチェックポイント情報を記録しないよう指定する
場合、このオプションを選択します。つまり、シーケンス内の後続のジョブが失
敗してシーケンスが再開される場合、このコマンド実行操作は、前に正常に実行
されていても関係なく再実行されます。このオプションは、シーケンス全体でチ
ェックポイント設定が行われている場合にのみ使用できます。
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例外アクティビティーのプロパティー
例外アクティビティーは、シーケンス内のジョブが実行に失敗した状態を処理しま
す (ジョブ・シーケンスにおけるその他の例外はトリガーで処理します)。
例外アクティビティーには 1 つの無条件出力トリガーしか設定できないため、「ト
リガー」ページは必要ありません。入力トリガーはありません。 これは、メイン・
シーケンスのどこかで例外が発生すると実行される一連のアクティビティーの開始
点として機能します。この「プロパティー」ダイアログ・ボックスには「全般」ペ
ージのみがあります。
Exception Activity ステージが開始するアクティビティーのシーケンスで使用できる
例外ハンドラー変数がいくつかあります。 以下のものがあります。
v stage_label.$ErrSource。 例外を生成したアクティビティー・ステージ (実行に失
敗したジョブを呼び出す Job Activity ステージなど) のステージ・ラベルです。
v stage_label.$ErrNumber. Exception Handler アクティビティーが起動された理由を
示します (以下のいずれか)。
– 1。アクティビティーがジョブを実行したが異常終了した。特定のハンドラー
は設定されていない。
– -1。 何らかの理由でジョブが実行に失敗した。
v stage_label.$ErrMessage。 例外発生時に警告としてログに記録されるメッセージの
テキスト。

ジョブ・アクティビティーのプロパティー
Job Activity ステージを使用すると、ジョブ・アクティビティーが実行するジョブに
関する情報を指定できます。
Job Activity ステージには、次のフィールドがあります。
ジョブ名
このフィールドを使用して、アクティビティーが実行するジョブの名前を指定し
ます。「リポジトリー」からジョブをドラッグしてアクティビティーを追加する
場合、「ジョブ名」フィールドには既にデータが取り込まれています。
呼び出し ID 式
呼び出しの名前を入力するか、実行時にインスタンス名を提供するジョブ・パラ
メーターを入力します。ジョブ・パラメーター名は、番号記号 (#) で区切る必
要があります。「参照」ボタンをクリックして、使用可能なジョブ・パラメータ
ーのリストから選択することもできます。
呼び出し ID を、呼び出し側のジョブ・シーケンスで使用する値に設定するに
は、このフィールドを値 DSJobInvocationId に設定します。
重要: このフィールドは、「ジョブ名」プロパティーで識別されるジョブで「マ
ルチインスタンス可能」オプションが有効になっている場合にのみ表示されま
す。「呼び出し ID 式」フィールドは、ブランクのままにできません。
実行アクション
このオプションを使用して、ジョブの実行時にアクティビティーが行うアクショ
ンを指定します。リストから、次のオプションのいずれか 1 つを選択します。
v 「実行」(デフォルト)
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v 「必要ならばリセットして実行」
v 「検証のみ」
v 「リセットのみ」
チェックポイント実行しない
このジョブのチェックポイント情報を記録しないよう指定する場合、このオプシ
ョンを選択します。このオプションは、シーケンス内の後続のジョブが失敗して
シーケンスが再開される場合に、このジョブが、元の実行で正常に終了したかど
うかに関係なく再実行されることを指定します。このオプションは、シーケン
ス・ジョブ全体でチェックポイント情報が記録される場合にのみ使用できます。
パラメーター
このグリッドを使用して、ジョブに必要なパラメーターの値を指定します。グリ
ッドには、ジョブで要求されるすべてのパラメーターが表示されます。このフィ
ールドを使用するには、次のいずれかのオプションを選択します。
v 「値の式」列に、パラメーターの値を指定する式を入力します。リテラル値
は引用符で囲む必要があります。
v パラメーターを選択し、「パラメーター値の挿入」をクリックして、シーケ
ンス内の別のパラメーターまたは引数を使用して値を指定します。ウィンド
ウが開き、現行アクティビティーの前にシーケンス・ジョブで発生するすべ
ての使用可能なパラメーターと引数が表示されます。このウィンドウには、
「ジョブ・シーケンス・プロパティー」ウィンドウの「パラメーター」ステ
ージでジョブ・シーケンス用に定義したパラメーターが表示されます。必要
なパラメーターまたは引数を選択し、「OK」をクリックします。この機能を
使用して、シーケンス全体の制御フローを決定できます。
v 「クリア」をクリックすると、選択したパラメーターから式の値がクリアさ
れます。
v 「すべてクリア」をクリックすると、すべてのパラメーターから式の値がク
リアされます。
v パラメーターを選択して「デフォルトに設定」をクリックすると、ジョブ自
体に定義されているそのパラメーターのデフォルトが入力されます。
v 「すべてデフォルト」をクリックすると、すべてのパラメーターにデフォル
ト値が設定されます。

ネスト条件アクティビティーのプロパティー
Nested Condition ステージを使用すると、条件に応じてシーケンス・ジョブの実行を
さらに分岐させることができます。
各ネスト条件には、1 つの入力トリガーを設定でき、一般的に複数の出力トリガー
を設定します。例えば、Nested Condition ステージを使用して、以下の制御シーケン
スを実装できます。
Load/init jobA
Run jobA
If ExitStatus of jobA = OK then /*tested by trigger*/
If Today = "Wednesday" then /*tested by nested condition*/
run jobW
If Today = "Saturday" then
run jobS
Else
run JobB
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各出力トリガーのアクションのシーケンスを決定する条件を「トリガー」ページで
指定します。例えば、ExecCommand ステージを Nested Condition ステージにリン
クできます。Nested Condition ステージの「トリガー」ページで、以下の式を入力し
ます。
DayCommand.$CommandOutput = "Wednesday"

この式は、$CommandOutput 変数の値を返す DayCommand アクティビティーを
ExecCommand ステージで実行することを指示します。このケースでは、コマンド出
力として値 Wednesday が表示されます。

通知アクティビティーのプロパティー
「通知」ステージを使用して、メール通知アクティビティーの情報を指定します。
dssendmail_template.txt というメール・テンプレート・ファイルで、送信する通
知メールのフォーマットを指示します。各プロジェクト・ディレクトリー (例え
ば、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥projects¥myproject) にこのファイルのコ
ピーが存在します。このファイルを編集して、プロジェクトごとに異なるメール・
フォーマットを使用できるようにします。
「SMTP メール・サーバー名」フィールド、「送信者メール・アドレス」フィール
ド、「受信者メール・アドレス」フィールド、および「メールの件名」フィールド
にはパラメーターを指定でき、実行時にパラメーターの値を指示できます。「参
照」をクリックすると、外部パラメーター・ヘルパーが開き、ジョブ・シーケンス
の現時点で使用できるパラメーターがすべて表示されます。これらのフィールドに
入力されるパラメーターは、番号記号 (#) で区切る必要があります。 外部パラメー
ター・ヘルパーで選択したパラメーターは、自動的に番号記号で囲まれます。
「通知」ステージには、次のフィールドが含まれます。
SMTP メール・サーバー名
サーバーの名前またはその IP アドレス。 実行時に値を指定するパラメーター
を指定することができます。
送信者メール・アドレス
通知の送信元のメール・アドレス。
受信者メール・アドレス
通知の送信先のメール・アドレス。複数のメール・アドレスをスペースで区切っ
て指定できます。
メールの件名
通知の件名の行に組み込まれるテキスト。
添付ファイル
通知と一緒に送信されるファイル。パス名、またはパス名のコンマ区切りリスト
を指定します。後者の場合は、単一引用符または二重引用符で囲む必要がありま
す。パス名またはコンマ区切りのパス名に解決される式も指定できます。
メール本文
通知の本文に組み込まれるテキスト。
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メールにジョブ状況を含める
入手可能なジョブ状況情報をメッセージに組み込むかどうかを指定するチェッ
ク・ボックス。
チェックポイント実行しない
この特定の通知操作のチェックポイント情報を記録しないかどうかを指定するチ
ェック・ボックス。つまり、シーケンスでこの後にあるジョブが失敗し、シーケ
ンスが再開された場合、この通知操作は、前に正常に実行されていてもそれに関
係なく、再実行されます。 このオプションは、シーケンス全体でチェックポイ
ント設定が行われている場合にのみ使用できます。

Oozie Workflow Activity のプロパティー
Oozie Workflow Activity ステージを使用して、Designer Client から Oozie ワークフ
ローを起動します。 Oozie ワークフローは、制御従属関係により調整されるアクシ
ョンのコレクションです。これらのアクションは、Jaql、MapReduce、または大量デ
ータを処理するアプリケーションを作成するために使用するその他のフレームワー
クで書かれた計算タスクです。
重要: このステージは、Red Hat Linux 64 ビット・システムのみにインストールで
きます。
Oozie Workflow Activity ステージには、次のフィールドがあります。
Oozie サーバー
接続先の Oozie サーバーの URL を指定します。例えば、
http://myserver:8280/oozie。この場合、myserver は、接続先の Oozie サーバ
ーの名前です。ポート番号 8020 は、InfoSphere BigInsights に使用されます
が、使用する Hadoop システムによって異なります。
ワークフロー定義パス
実行するワークフロー定義の場所を入力します。ワークフロー定義は、XML 形
式でのワークフローのプログラムの記述です。
ワークフロー定義への絶対パスを含める必要があります。この絶対パスは、
hdfs://host:Hadoop_port/HDFS_application_path/workflow_directory と定義
されています。例えば、hdfs://mymachine.host.com:8280/user/biadmin/
workflows/aasd-098098098.xml。
host
Hadoop アプリケーションがインストールされているマシン。
Hadoop_port
Hadoop アプリケーションが listen を行うポート番号。
HDFS_application_path
Hadoop 分散ファイル・システム・アプリケーションへのアプリケーショ
ン・パス、
workflow_directory
実行する workflow.xml が含まれるディレクトリー。
チェックポイント実行しない
このアクティビティーのチェックポイント情報を記録しないよう指定する場合、
このオプションを選択します。このオプションは、シーケンス内の後続のアクテ
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ィビティーが失敗してシーケンスが再開される場合に、このアクティビティー
が、元の実行で正常に終了したかどうかに関係なく再実行されることを指定しま
す。このオプションは、シーケンス・ジョブ全体でチェックポイント情報が記録
される場合にのみ使用できます。
ワークフロー・パラメーター
アクティビティーに必要なパラメーターの値を入力します。グリッドには、アク
ティビティーで要求されるすべてのパラメーターが表示されます。
名前
パラメーターの名前を入力します。
式の値
パラメーターの値を指定する式を入力します。リテラル値は引用符で囲む必
要があります。
参照矢印をクリックして、シーケンス・ジョブ内で現行アクティビティーよ
り前に発生する使用可能なすべてのパラメーターおよび引数を表示するウィ
ンドウを開くこともできます。このウィンドウには、「ジョブ・シーケン
ス・プロパティー」ウィンドウの「パラメーター」ステージでジョブ・シー
ケンス用に定義したパラメーターが表示されます。必要なパラメーターまた
は引数を選択し、「OK」をクリックします。この機能を使用して、シーケ
ンス全体の制御フローを決定できます。
-pf file_name を入力して、実行時にアクティビティーで読み取られるパラ
メーター・ファイルを指定します。file_name は、パラメーター・ファイル
の名前です。このファイルに含まれるすべてのパラメーターがワークフロー
構成に追加されます。

ルーチン・アクティビティーのプロパティー
ルーチン・アクティビティーの「プロパティー」ダイアログ・ボックスには、「全
般」ページと「トリガー」ページの他に、「ルーチン」ページがあります。
「ルーチン」ページには以下が含まれます。
v 「ルーチン名」。 アクティビティーが実行されるルーチンの名前を指定します。
リポジトリーを参照してルーチンを選択できます。 リポジトリー・ウィンドウか
らルーチンをドラッグしてアクティビティーを追加した場合、ルーチン名は既に
入力されています。
v 「チェックポイント実行しない」。 これを設定すると、この特定ルーチンの実行
について、IBM InfoSphere DataStage がチェックポイント情報を記録しないよう
指定します。 つまり、シーケンスでこの後にあるジョブが失敗し、シーケンスが
再開された場合、このルーチンは、前に正常に実行されていてもそれに関係な
く、再実行されます。 このオプションは、シーケンス全体でチェックポイント設
定が行われている場合にのみ表示されます。
v 「引数」。 ルーチンに必要な引数の値を指定できます。 ルーチンで要求される
すべての引数がグリッドに表示されます。 次の操作を行うことができます。
– 「式の値」列に、引数の値を指定する式を入力します。 リテラル値は引用符
で囲む必要があります。 (式について詳しくは、式を参照してください。)
– 「消去」をクリックし、選択したパラメーターから式の値を消去します。
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– 「すべてクリア」をクリックし、すべてのパラメーターから式の値を消去しま
す。
– 引数を選択して「パラメーター値の挿入」をクリックすると、シーケンス内の
別のパラメーターまたは引数を使用して値を指定します。 シーケンスで現行
アクティビティーより前に発生した選択可能なすべてのパラメーターと引数の
ツリーが、ダイアログ・ボックスに表示されます。 必要なパラメーターまた
は引数を選択し、「OK」をクリックします。この機能を使用して、シーケンス
全体の制御フローを決定できます。
アクティビティー・トリガーでルーチン引数には routinename.argname の形式でア
クセスできます。 そうした引数には、ジョブ・シーケンスでその後に発生する他の
アクティビティーからもアクセスできます。 これは、ルーチンの出力引数にアクセ
スする方法としては非常に便利な方法です。ただし、BASIC では、入力引数と出力
引数を区別しないため、ユーザーが使い分ける必要があることに注意してくださ
い。
ルーチン・アクティビティーを表すアイコンを選択し、ショートカット・メニュー
から「ルーチンを開く」を選択すると、「ルーチン」ダイアログ・ボックスが開
き、そのルーチンを編集できます。

シーケンサー・アクティビティーのプロパティー
Sequencer ステージを使用すると、ジョブ・シーケンス内の複数のアクティビティー
の制御フローを同期させることができます。このステージには複数の入力トリガー
と複数の出力トリガーを使用できます。
Sequencer ステージには、「全般」ページと「シーケンサー」ページがあります。
「シーケンサー」ページでは、Sequencer ステージの動作モードを選択します。
すべて
シーケンサー・アクティビティーをトリガーするには、入力のすべてが TRUE
である必要があります。
いずれか
入力のいずれかが TRUE であると、アクティビティーがトリガーされます。
Sequencer ステージを右クリックしてモードを変更することもできます。選択したモ
ードによって Sequencer ステージ・アイコンが若干異なります。

Sequencer ステージの使用例
シーケンサーを使用すると、ジョブ・シーケンス内の複数のアクティビティーの制
御フローを同期させることができます。
以下は、ジョブの実行を他の 3 つのジョブの正常終了と同期させるジョブ・シーケ
ンスです。 シーケンサー・モードは「全体」に設定されています。 job1、job2、お
よび job3 がすべて正常に完了した場合に、シーケンサーが jobfinal を開始します
(いずれかのジョブが失敗すると、対応する Terminator ステージがジョブ・シーケ
ンスを終了させます)。
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図 22. シーケンサー・モードに「すべて」が設定された Sequencer ステージの例

以下は、同様のジョブ・シーケンスの部分ですが、この例では、シーケンサー・モ
ードが「いずれか」に設定されています。 Wait_For_File または Job Activity ステ
ージのいずれかが正常に完了すると、Job_Activity_12 が開始します。
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図 23. シーケンサー・モードに「いずれか」が設定された Sequencer ステージの例

ループ開始アクティビティーのプロパティー
Start Loop ステージは、ループの開始を示し、定義します。
ループ開始アクティビティーの「プロパティー」ダイアログ・ボックスには、「全
般」ページと「トリガー」ページの他に、「ループ開始」ページがあります。
数値ループ (カウンター、制限、増分値を定義) とリスト・ループ (リストの各項目
ごとに一度ループを実行) があります。 カウンターの現行値は、パラメーターとし
て stage_label.$Counter の形式 (ここで、stage_label はダイアグラム・ウィンドウに
表示される Start Loop Activity ステージの名前) でループ内のステージに渡すこと
ができます。 ループの終了は、End Loop Activity ステージで示します。ここか
ら、対応する Start Loop ステージに戻るようにリンクが引かれます。
ループは必要に応じてネストできます。
ループ設定は「ループ開始」ページで定義します。 このページには以下が含まれま
す。
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v 「ループ・タイプ」。 「数値」を選択して For...Next タイプのループ、「リス
ト」を選択して For...Each タイプのループを実装します。
「数値」を選択した場合、このページには、次のフィールドが含まれます。
v 「初期値」。 カウンターの初期値。
v 「増加値」。 カウンターの増分値。
v 「終了値」。 最終限度となるカウンター値。
これらのどのフィールドにも、パラメーターを使用して、実行時に実際の値を指定
することができます。 「参照」ボタンをクリックすると、外部パラメーター・ヘル
パーが開き、現時点にジョブ・シーケンスで使用できるパラメーターがすべて表示
されます。 このフィールドに入力されるパラメーターは、番号記号 (#) で区切る必
要があります。 外部パラメーター・ヘルパーで選択されたパラメーターは、番号記
号で自動的に囲まれます。
「リスト」を選択した場合、ページのフィールドが異なります。
v 「ループ・リスト」。 選択した区切り文字で各項目を区切って、リストを入力し
ます。
v 「区切り文字」。 リスト項目を区切るための区切り文字を指定します。 次の中
から選択します。
– コンマ (デフォルト)
– スペース
– その他 (必要な文字をテキスト・フィールドに入力します)

ループ・ステージの使用例
ループ・ステージを使用して、ジョブ・シーケンスにループを組み込むことができ
ます。
以下では、成功するか、ループの限度に達するまで、ジョブの実行を繰り返し試行
するジョブ・シーケンスの部分を示しています。 このジョブが依存するネットワー
ク・リンクは、常に利用可能であるとは限りません。
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図 24. シーケンス内でのループの使用例

Start Loop ステージの networkloop には、数値ループが選択されていて、プロパテ
ィーは次のように設定されています。

図 25. 数値ループのプロパティー

最大 1440 回までループが実行されることを定義しています。 このアクションは、
ジョブが成功したか、失敗したかによって異なります。
v 失敗した場合は、ルーチン waitabit が呼び出されます。 これによって、60 秒の
待ち時間が設定されます。 ジョブが引き続き失敗した場合、ループは 1440 回繰
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り返し、合計で 24 時間再試行します。 1440 回目の試行の後、End Loop ステ
ージが、シーケンスで次のアクティビティーに制御を渡します。
v 成功した場合、Notification ステージの emailsuccess に制御が渡り、ループは事実
上終了します。
以下では、Loop ステージを利用してジョブを繰り返し実行し、異なる曜日の結果を
処理するジョブ・シーケンスの部分を示しています。

図 26. リスト・モードで使用されるループの例

Start Loop ステージの dayloop には、リスト・ループが選択されていて、プロパテ
ィーは次のように設定されています。

図 27. リスト・ループのプロパティー

Job Activity ステージの processresults のプロパティーは次のとおりです。
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図 28. Processresults プロパティー

ジョブ processresults は 5 回実行されます。ループの各反復において、
monday、tuesday、wednesday、thursday、friday の順で、パラメーターとして曜日が
ジョブに渡されます。 その後、ループが終了し、シーケンスで次のアクティビティ
ーに制御が渡ります。

ターミネーター・アクティビティーのプロパティー
Terminator ステージをジョブ・シーケンスに配置することによって、特定の状況が
発生した場合に、シーケンスが適切に中止されるようにすることができます。
「ターミネーター・プロパティー」ダイアログ・ボックスには、「全般」ページと
「ターミネーター」ページがあります。 出力リンクはないため、「トリガー」ペー
ジはありません。 このステージには、1 つの入力が可能です。
複数のターミネーター・アクティビティーをシーケンス内の任意の場所に配置でき
ます。 それらは、ターミネーターの起動時期を指定したトリガーによって、他のス
テージに接続されています。
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Terminator ステージでは、シーケンスで実行中のすべてのジョブに中止要求を送信
する (すべてのジョブの完了をターミネーターに待機させることも可能) ように指定
することも、中止要求を送信せずにシーケンスが異常終了するよう指定することも
できます。 最終メッセージ・テキストを指定した場合、これは、シーケンス異常終
了メッセージのテキストとして使用されます (このアクティビティーの開始時に出
力される「全般」ページのログ・テキストの後に記録されます)。 メッセージの一
部とする場合以外、メッセージは引用符で囲みません。

ユーザー変数アクティビティーのプロパティー
User Variable ステージを使用して、シーケンス内にグローバル変数を定義します。
変数を定義すると、シーケンス内の別の場所でこの変数を使用して、ジョブ・パラ
メーターの設定などを行えるようになります。 変数は、stage_label.parameter_name
の形式 (ここで、stage_label はダイアグラム・ウィンドウに表示される User
Variable Activity ステージの名前) で使用されます。
ユーザー変数の値は、ステージのプロパティーで式を使用して設定されます。 (詳
しくは、式を参照してください。)
このステージでシーケンスを開始して変数を設定し、後続のシーケンス・アクティ
ビティーでアクセスできるようにするのが最も一般的です。 終了トリガーによっ
て、シーケンスが適切に開始されます。 ユーザー変数アクティビティーをさらにシ
ーケンスの中に使用し、先行のユーザー変数アクティビティーで前に定義された変
数の値を変更することもできます。
変数は、ステージの「プロパティー」ページで定義されます。 変数を追加するに
は、次のようにします。
v ショートカット・メニューから「行の追加」を選択します。
v 変数の名前を入力します。
v 変数の値を決定する式を指定します。
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図 29. ユーザー変数アクティビティーのプロパティー

この例では、定義による障害が式エディターによって検出されています。 修正後
に、この変数は、下位の MyVars.VAR1 のような、他のアクティビティー・ステー
ジで有効となります。

ファイル待機アクティビティーのプロパティー
ファイル待機アクティビティーの「プロパティー」ダイアログ・ボックスには、
「全般」ページと「トリガー」ページの他に、「ファイル待機」ページがありま
す。
「ファイル待機」ページには以下が含まれます。
v 「ファイル名」。 このアクティビティーで待機するファイルの絶対パス名。 矢
印ボタンを使用すると、ファイルを参照したり、実行時に値を指定するジョブ・
パラメーターを挿入したりすることができます。 ジョブ・パラメーターの場合、
「参照」ボタンをクリックして、外部パラメーター・ヘルパーを開きます。現時
点にジョブ・シーケンスで使用できるパラメーターがすべて表示されます。 この
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フィールドに入力されるパラメーターは、番号記号 (#) で区切る必要がありま
す。 外部パラメーター・ヘルパーで選択されたパラメーターは、番号記号で自動
的に囲まれます。
v 「ファイルの生成を待機」。 指定したファイルの生成をアクティビティーで待機
する場合に選択します。
v 「ファイルの消去を待機」。 指定したファイルの消失をアクティビティーで待機
する場合に選択します。
v 「タイムアウト (hh:mm:ss)」。 ファイルの生成または消失を待機する時間。これ
を経過すると、アクティビティーはタイムアウトになって完了します。
v 「タイムアウトしない」。 選択すると、アクティビティーでタイムアウトになら
ず、ファイルを永久に待ちます。
v 「チェックポイント実行しない」。 これを設定すると、この特定のファイル待機
操作について、IBM InfoSphere DataStage がチェックポイント情報を記録しない
よう指定します。 つまり、シーケンスでこの後にあるジョブが失敗し、シーケン
スが再開された場合、このファイル待機操作は、前に正常に実行されていてもそ
れに関係なく、再実行されます。 このオプションは、シーケンス全体でチェック
ポイント設定が行われている場合にのみ表示されます。
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第 15 章 ジョブ制御ルーチン
「ジョブ・プロパティー」ウィンドウの「ジョブ制御」ページで、ジョブ制御ルー
チンを指定して、ジョブ・シーケンスを実装することもできます。
ジョブ制御ルーチンを使用すると、現行ジョブから他のジョブを制御することがで
きます。 現行ジョブと同じようにして、1 つ以上のジョブのセットを検証、実行、
リセット、停止、およびスケジュールできます。 必要であれば、他のジョブの制御
のみを機能とするジョブをセットアップできます。 グラフィカル・ジョブ・シーケ
ンス・エディターによって、ジョブ・シーケンスのコンパイル時にジョブ制御ルー
チンが生成されますが (これはジョブ・シーケンス・プロパティーで確認できま
す)、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「ジョブ制御」ページで独
自のルーチンを入力し、独自の制御ジョブをセットアップすることもできます。 こ
のルーチンでは、そのために提供されている一連の BASIC 関数を使用します。
「ジョブ制御」ページの基本エディターで、関数を使用してジョブ制御ルーチンを
作成できます。
ツールバーには、コードの切り取り、コピー、貼り付け、フォーマット、「検索」
(および「置換」) を行うためのボタンがあります。 このページのメイン部分には、
スクロール・バーが付いた複数行テキスト・ボックスがあります。「ジョブの追
加」ボタンを押すと、現行プロジェクトにあるすべてのサーバー・ジョブとパラレ
ル・ジョブがドロップダウン・リスト・ボックスに表示されます。 リストからコン
パイル済みジョブを選択して「追加」をクリックすると、「ジョブ実行オプショ
ン」ダイアログ・ボックスが表示され、ここで、選択したジョブの実行時に適用さ
れるパラメーターまたは実行時制限を指定できます。 また、ジョブは、従属性のリ
ストに追加されます。 「ジョブ実行オプション」ダイアログ・ボックスで「OK」
をクリックすると、「ジョブ制御」ページに戻ります。IBM InfoSphere DataStage
によって、選択したジョブのジョブ制御コードが追加されています。 このコード
は、必要なジョブ・パラメーターまたは制限を設定し、ジョブを実行し、完了を待
ち、成功したかどうかを検査します。
あるいは、「ジョブ制御」ページのテキスト・ボックスにルーチンを直接入力し、
ジョブ、パラメーター、実行時制限をコードに直接指定することもできます。
以下は、ジョブ制御ルーチンの例です。 ここでは、2 つのジョブをスケジュール
し、その実行完了を待って、状況を検査し、別のジョブをスケジュールします。 3
つ目のジョブが完了すると、ルーチンはその完了状況を受け取ります。
* get
Hjob1
* set
Dummy
* run
Dummy
* get
Hjob2
* set
Dummy
* run
Dummy
* Now
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a handle for the first job
= DSAttachJob("DailyJob1",DSJ.ERRFATAL)
the job’s parameters
= DSSetParam(Hjob1,"Param1","Value1")
the first job
= DSRunJob(Hjob1,DSJ.RUNNORMAL)
a handle for the second job
= DSAttachJob("DailyJob2",DSJ.ERRFATAL)
the job’s parameters
= DSSetParam(Hjob2,"Param2","Value2")
the second job
= DSRunJob(Hjob2,DSJ.RUNNORMAL)
wait for both jobs to finish before scheduling the third job
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Dummy = DSWaitForJob(Hjob1)
Dummy = DSWaitForJob(Hjob2)
* Test the status of the first job (failure causes routine to exit)
J1stat = DSGetJobInfo(Hjob1, DSJ.JOBSTATUS)
If J1stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob1 failed","JobControl")
End
* Test the status of the second job (failure causes routine to
* exit)
J2stat = DSGetJobInfo(Hjob2, DSJ.JOBSTATUS)
If J2stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob2 failed","JobControl")
End
* Now get a handle for the third job
Hjob3 = DSAttachJob("DailyJob3",DSJ.ERRFATAL)
* and run it
Dummy = DSRunJob(Hjob3,DSJ.RUNNORMAL)
* then wait for it to finish
Dummy = DSWaitForJob(Hjob3)
* Finally, get the finishing status for the third job and test it
J3stat = DSGetJobInfo(Hjob3, DSJ.JOBSTATUS)
If J3stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob3 failed","JobControl")
End

ジョブについて返される状況条件には、以下のものがあります。
進行中のジョブは、次の状況で識別されます。
v DSJS.RUNNING - ジョブ実行中。ジョブが実際に実行中であることを示す状況は
これのみです。
実行中でないジョブの状況は、以下のいずれかになります。
v DSJS.RUNOK - ジョブは、警告なしで通常の実行を完了しました。
v DSJS.RUNWARN - ジョブは通常の実行を完了しましたが、警告があります。
v DSJS.RUNFAILED - ジョブは通常の実行を完了しましたが、致命的エラーがあり
ます。
v DSJS.VALOK - ジョブは、警告なしで検証の実行を完了しました。
v DSJS.VALWARN - ジョブは検証の実行を完了しましたが、警告があります。
v DSJS.VALFAILED - ジョブは検証の実行に失敗しました。
v DSJS.RESET - ジョブはリセットの実行を完了しました。
v DSJS.STOPPED - ジョブは、オペレーターの介入により停止されました (実行タ
イプは不明です)。
ジョブが、アクティブな選択リストにあるジョブ以外のジョブを呼び出した場
合、2 番目のジョブは事実上その選択リストを無効にします。
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第 16 章 ジョブの管理用ツール
デザイナー・クライアントの各種ツールが、ジョブの管理を支援します。
以下のトピックで、デザイナー・クライアントに含まれる各種ツールを説明しま
す。

インテリジェント・アシスタント
IBM InfoSphere DataStage には、基本的な InfoSphere DataStage タスクを順に導く
インテリジェント・アシスタントがあります。
特に、これにより以下が可能になります。
v サーバー・ジョブ、パラレル・ジョブ、またはメインフレーム・ジョブからテン
プレートを作成します。 その後、このテンプレートを使用して新規ジョブを作成
することができます。 新規ジョブは、オリジナル・ジョブのコピーになります。
v 前に作成済みのテンプレートから新規ジョブを作成します。
v 単純なパラレル・データ・マイグレーション・ジョブを作成します。 これは、デ
ータをソースから抽出して、ターゲットに書き込みます。

ジョブからのテンプレートの作成
次の手順で、ジョブからテンプレートを作成できます。

手順
1. 「新規」ウィンドウで、「アシスタント」 > 「ジョブから新規テンプレート」
を選択するか、ツールバーを使用します。 ダイアログ・ボックスが開き、テン
プレートを作成する際にベースとするジョブを参照できます。 現行プロジェク
トにあるすべてのサーバー・ジョブ、パラレル・ジョブ、およびメインフレー
ム・ジョブが表示されます。 ジョブ・シーケンスはサポートされていないた
め、表示されません。
2. テンプレートのベースとして使用するジョブを選択します。 「OK」をクリック
します。 テンプレートの詳細を集めるためのダイアログ・ボックスが表示され
ます。
3. テンプレート名、テンプレート・カテゴリー、テンプレートに取り込むジョブの
詳細説明を入力します。テンプレート名とカテゴリーの制約は、 Windows の命
名上の制約に従います。テンプレートからジョブを作成するための説明がダイア
ログに表示されます。 「OK」を押します。 「ジョブから新規テンプレート」
アシスタントはテンプレートを作成し、インストール時に指定したテンプレー
ト・ディレクトリーにそれを保存します。テンプレートは XML 記法で保存され
ます。
4. テンプレート名、テンプレート・カテゴリー、テンプレートに取り込むジョブの
詳細説明を入力します。テンプレート名とカテゴリーの制約は、 Windows の命
名上の制約に従います。テンプレートからジョブを作成するための説明がダイア
ログに表示されます。 「OK」を押します。
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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タスクの結果
「ジョブから新規テンプレート」アシスタントはテンプレートを作成し、インスト
ール時に指定したテンプレート・ディレクトリーにそれを保存します。テンプレー
トは XML 記法で保存されます。

テンプレートの管理
テンプレートを削除するには、「テンプレートから新規ジョブ」アシスタントを開
始し、テンプレートを選択します。

このタスクについて
「削除」ボタンをクリックします。 空のカテゴリーも、同じ手順で選択して削除し
ます。
アシスタントでは、作成するすべてのテンプレートが、IBM InfoSphere DataStage
のインストール時に指定したディレクトリーに保管されます。 テンプレートから新
しいジョブを作成する場合には、このディレクトリーを参照します。 通常、デザイ
ナーを使用する開発者はすべて、この 1 つのディレクトリーにテンプレートを保存
します。
インストールの後、テンプレート・ディレクトリーを変更するためのダイアログは
ありません。 ただし、テンプレート・ディレクトリーのレジストリー項目の変更は
可能です。 デフォルトのレジストリー値は次のとおりです。
[HKLM/SOFTWARE/Ascential Software/DataStage Client/currentVersion/
Intelligent Assistant/Templates]

テンプレートからのジョブの作成
次の手順で、作成済みのテンプレートからジョブを作成できます。

手順
1. 「新規」ウィンドウで、「アシスタント」 > 「テンプレートから新規ジョブ」
を選択するか、ツールバーを使用します。 ダイアログ・ボックスが開き、ジョ
ブを作成する際にベースとするテンプレートを参照できます。
2. ジョブのベースとして使用するテンプレートを選択します。 テンプレート・デ
ィレクトリーにあるすべてのテンプレートが表示されます。コンサルタントや他
の認められた担当者が作成したカスタム・テンプレートを参照して、その中から
選択する場合は、さらにダイアログ・ボックスが開き、ジョブ・カスタマイズの
詳細の入力が求められます。ここで、ジョブの作成に十分な情報をアシスタント
に提供します。
3. 質問に答えたら、「適用」をクリックします。 入力できない情報がある場合
は、いつでもキャンセルできます。 作成するジョブの詳細を集めるためのダイ
アログが表示されます。
4. ジョブの新しい名前とフォルダーを入力します。ジョブ名に関する制約は、IBM
InfoSphere DataStage の命名上の制約に従います (すなわち、ジョブ名は英字で
始まり、英数字から構成される必要があります)。
5. 「OK」を選択します。
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タスクの結果
InfoSphere DataStage は、プロジェクトにジョブを作成し、そのジョブをデザイナー
に自動的にロードします。

データ移行アシスタントの使用
データ移行アシスタントは、データ・ソースからデータを抽出してデータ・ターゲ
ットに書き込むパラレル・ジョブを作成します。

このタスクについて
データ・セット、順次ファイル、およびパラレル・ジョブでサポートされているす
べてのデータベースに対して、読み取りと書き込みが可能です。

手順
1. 「新規」ウィンドウで、「アシスタント」 > 「新規データ移行ジョブ」を選択
するか、ツールバーを使用します。 データ移行アシスタントの開始を示すウィ
ザード・タイプのダイアログが表示されます。 「次へ」をクリックして、デー
タ・ソース選択画面に移動します。
2. ソース表にアクセスするステージとして、 Data
Set、DB2、InformixXPS、Oracle、Sequential File、または Teradata の中から 1
つを選択します。 RDBMS ステージでは、ユーザー名、データベース名、ホス
ト・サーバーを入力して、データベースの接続詳細を指定する必要がある場合
があります。
3. ソースを選択したら、必要な情報を指定して「次へ」をクリックします。 IBM
InfoSphere DataStage の「表の選択」ダイアログ・ボックスが表示されたら、表
定義を選択してください。表定義は、ジョブが読み取る列を指定します。ソー
ス・データの表定義がそこにない場合、「インポート」をクリックして、デー
タ・ソースから表定義を直接インポートします (詳しくは、 55 ページの『第 4
章 データの定義』を参照してください)。
4. ツリー構造から表定義を選択し、「OK」をクリックします。 選択した表定義
の名前がウィザード画面に表示されます。 これを変更する場合は、「変更」を
クリックし、「表定義」ダイアログ・ボックスを再び開きます。 この画面で
は、(データ・ソースのタイプに応じて) ソース・データの表名やファイル名も
指定できます。
5. 「次へ」をクリックして、次の画面に進みます。 ここで、ジョブが抽出データ
を書き込むターゲットの詳細を指定します。
6. データを受け取るステージとして、 Data
Set、DB2、InformixXPS、Oracle、Sequential File、または Teradata の中から 1
つを選択します。 ダイアログで入力が求められたら、追加情報を入力します。
7. 「次へ」をクリックします。 画面が開き、データの書き込みに使用される表定
義が表示されます (これは、データの抽出に使用されるものと同じです)。 この
画面では、(データ・ターゲットのタイプに応じて) データ・ターゲットの表名
やファイル名も指定できます。
8. 「次へ」をクリックします。 次の画面では、作成されるジョブの詳細を求めら
れます。 ジョブ名の指定が必要です。オプションでジョブ・フォルダーを指定

第 16 章 ジョブの管理用ツール

271

します。 ジョブ名は、InfoSphere DataStage の命名上の制約に従います (すな
わち、英字で始まり、英数字から構成される必要があります)。
9. 「ジョブの作成」を選択し、ジョブ生成を起動します。画面にジョブ生成の進
行状況が表示されます。 入力した情報を使用して、 InfoSphere DataStage 生成
プロセスはメタデータを収集し、新しいジョブを作成し、作成されたジョブを
現行プロジェクトに追加します。
10. ジョブ生成が完了したら、「完了」をクリックしてダイアログを終了します。

タスクの結果
すべてのジョブが、1 つのソース・ステージ、1 つの Transformer ステージ、1 つ
のターゲット・ステージから構成されます。
パスワードの保守に対応するために、生成されるジョブのパスワードはすべてパラ
メーター化し、実行時に入力を求めます。

データ・セットの管理
パラレル・ジョブは、データ・セットを使用して、処理対象のデータを永続形式で
保管します。
データ・セットはオペレーティング・システム・ファイルで、記述子ファイルによ
ってそれぞれが参照されます。通常、.ds という接尾部が付きます。
データ・セットの作成と読み取りには、Data Set ステージを使用できます。デザイ
ナー・クライアントには、ジョブの外部からデータ・セットを管理するユーティリ
ティーもあります。 (このユーティリティーは、ディレクター・クライアントから
も使用できます。)

データ・セットの構造
データ・セットは、記述子ファイルと他の複数のファイル (データ・セットが大き
くなるにつれて追加される) によって構成されます。
こうしたファイルは、システム内の複数のディスクに保管されます。 データ・セッ
トは、パーティションとセグメントで編成されます。データ・セットの各パーティ
ションは、1 つの処理ノードに保管されます。各データ・セグメントには、1 つの
IBM InfoSphere DataStage ジョブによって書き込まれたすべてのレコードが含まれ
ます。 そのため、1 つのセグメントには、複数のパーティションのファイルが含ま
れる可能性があり、 1 つのパーティションには複数のセグメントのファイルが入り
ます。
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パーティ
ション 1

パーティ
ション 2

パーティ
ション 3

パーティ
ション 4

セグメント 1

セグメント 2

セグメント 3
1 つ`aの
データ・ファイル

図 30. データ・セットの構造

データ・セットの記述子ファイルには、次の情報が含まれています。
v データ・セット・ヘッダー情報
v データ・セットの作成日時
v データ・セットのスキーマ
v データ・セット作成時に使用された構成ファイルのコピー
各セグメントについて、記述子ファイルには、以下が含まれます。
v セグメントがデータ・セットに追加された日時
v セグメントを有効または無効としてマーキングするフラグ
v セグメント内のレコード数やバイト数などの統計情報
v 全処理ノード上の全データ・ファイルのパス名
この情報は、データ・セット・マネージャーによりアクセスできます。

データ・セット・マネージャーの開始
次の手順でデザイナー・クライアントからデータ・セット・マネージャーを開始し
ます。

手順
1. 「ツール」>「データ・セット管理」を選択して、「ファイルの参照」ダイアロ
グ・ボックスを表示します。
2. 管理するデータ・セットが含まれるディレクトリーまでナビゲートします。 規
則により、このデータ・セット・ファイルの拡張子は .ds です。
3. 管理するデータ・セットを選択し、「OK」をクリックします。 「データ・セッ
ト・ビューアー」が表示されます。 ここから、選択したデータ・セットをコピ
ーまたは削除できます。 データ・セットのスキーマ (列定義) またはデータ・セ
ットに含まれるデータを表示することもできます。

データ・セット・ビューアー
データ・セット・ビューアーでは、表示しているデータ・セットに関する情報が示
されます。
第 16 章 ジョブの管理用ツール

273

パーティション
パーティション・グリッドには、データ・セットに含まれるパーティションと、そ
れらのプロパティーの説明が示されます。
v #. パーティション番号
v 「ノード」。 パーティションが現在割り当てられている処理ノード。
v 「レコード」。 パーティションに含まれているレコードの数。
v 「ブロック」。 パーティションに含まれているブロックの数。
v 「バイト」。 パーティションに含まれているバイト数。

セグメント
個々のパーティションをクリックすると、関連するセグメントの詳細が表示されま
す。
セグメントの詳細には、以下の情報が含まれます。
v #. セグメント番号。
v 「作成」。 作成日時。
v 「バイト」。 セグメントに含まれているバイト数。
v 「パス名」。 選択したパーティションのセグメントを含むファイルの名前とパ
ス。
「更新」ボタンをクリックすると、表示されているすべての情報を再読み取りして
更新します。
「出力」ボタンをクリックすると、データ・セット・ビューアーで表示される情報
のテキスト版を表示します。
ビューアーから別のデータ・セットを開くには、ツールバーで「開く」アイコンを
クリックします。 参照ダイアログ・ボックスが開き、ここで、データ・セットを参
照できます。

スキーマの表示
現在のデータ・セットのレコード・スキーマを表示するには、ツールバーの「スキ
ーマ」アイコンをクリックします。

このタスクについて
スキーマは、「レコード・スキーマ」ウィンドウにテキスト形式で表示されます。

データの表示
現在のデータ・セットに保持されているデータを表示するには、ツールバーで「デ
ータ」アイコンをクリックします。
「データ・セット・ビューアー・オプション」ダイアログ・ボックスが開き、表示
するデータのサブセットを選択できます。
v 「表示行数」。 データ・ブラウザーで表示するデータの行数を指定します。
v 「スキップ数」。 指定された数の行をスキップしてデータを表示します。
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v 「周期」。 P 番目ごとのレコードを表示します。ここで、P は周期です。 スキ
ップ・プロパティーを使用してレコードをスキップした後に開始することができ
ます。 P は 1 以上でなければなりません。
v 「パーティション」。 すべてのパーティションのデータを表示するか、ドロップ
ダウン・リストから選択したパーティションのデータを表示するかを選択しま
す。
「OK」をクリックして選択したデータを表示します。「データ・ビューアー」ウィ
ンドウが表示されます。

データ・セットのコピー
選択したデータ・セットをコピーするには、ツールバーの「コピー」アイコンをク
リックします。
「データ・セットのコピー」ダイアログ・ボックスが表示されます。ここで、新規
データ・セットの保管先のパスを指定できます。
新規データ・セットのレコード・スキーマ、パーティション数、および内容は、オ
リジナルのデータ・セットと同じになります。
注: UNIX cp コマンドでデータ・セットをコピーすることはできません。これは、
IBM InfoSphere DataStage が、複数ファイルで 1 つのデータ・セットを表すためで
す。

データ・セットの削除
現行データ・セットを削除するには、ツールバーの「削除」アイコンをクリックし
ます。 削除の確認を求められます。
注: UNIX rm コマンドでデータ・セットを削除することはできません。これは、
IBM InfoSphere DataStage が、複数ファイルで 1 つのデータ・セットを表すためで
す。 rm では、記述子ファイルが削除されるだけで、大容量のデータ・ファイルが
残ります。

構成ファイルの作成と編集
デザイナー・クライアントには、構成ファイルを作成したり管理するためのツール
があります。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage の大きな利点として、パラレル・ジョブのデザイン時
に、システムの基礎構造についてあまり気にかけることなくパラレル処理機能を有
効に活用できるということが挙げられます。 システムを変更、アップグレード、ま
たは改良する場合、あるいは、ジョブをあるプラットフォーム上で開発し、それを
別のプラットフォーム上で実装する場合、ジョブ・デザインを必ずしも変更する必
要がありません。
InfoSphere DataStage は、構成ファイルからシステムの形やサイズを判定できます。
構成ファイルの定義内容に従って、ジョブに必要なリソースが準備されます。 シス
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テムの変更時には、ジョブではなく、このファイルを変更します。 複数の構成ファ
イルを保持して、多様な処理のニーズに応じてシステムにそれを読み取ることが可
能です。
構成ファイルの定義方法の詳細な説明は、パラレル・ジョブの開発ガイドに示され
ています。 デザイナー・クライアントには、パラレル・エンジンの構成ファイルを
定義する際に便利な構成ファイル・エディターが用意されています。このエディタ
ーについては、ここで説明します。

手順
1. エディターを使用するには、「ツール」 > 「構成」を選択します。 「構成」ダ
イアログ・ボックスが表示されます。
2. 新規ファイルを定義するには、「構成」リストから「(新規)」を選択して、上部
のテキスト・ボックスに入力します。
3. どの時点でも、「保存」をクリックするとファイルが保存されます。構成名の指
定を求められます。構成ファイルは、拡張子 .apt が付いた名前で保存されま
す。
4. 「確認」をクリックすれば、いつでもファイルを検証できます。検証情報は、ダ
イアログ・ボックス下部の「構成確認の出力」ペインに出力されます。

タスクの結果
既存の構成ファイルを編集するには、次のようにします。
v 目的のファイルを「構成」リストから選択します。 既存の構成を削除するには、
選択して「削除」をクリックします。残っている最後の構成ファイルを削除しよ
うとすると、警告が表示されます。
どの構成を使用するかは、APT_CONFIG_FILE 環境変数で設定します。 この環境変
数は、インストール時にはデフォルト構成ファイルを指すように設定されています
が、アドミニストレーター・クライアントからプロジェクト単位レベルで、または
「ジョブ・プロパティー」ダイアログから個別のジョブごとに指定できます。

メッセージ・ハンドラー・マネージャー
メッセージ・ハンドラー・マネージャーを使用して、パラレル・ジョブで生成する
エラー・メッセージを制御できます。
まず、メッセージ・ハンドラーとは何かを説明します。 パラレル・ジョブを実行す
ると、エラー・メッセージや警告がエラー・ログに書き込まれます。エラー・メッ
セージや警告は、ディレクター・クライアントで表示できます。 1 つ以上のメッセ
ージ・ハンドラーを作成すると、特定のエラーを別の方法で処理するように選択で
きます。
メッセージ・ハンドラーは、パラレル・ジョブの実行時に生成されるメッセージの
処理方法についてのルールを定義します。 例えば、メッセージ・ハンドラーを使用
して、特定のタイプのメッセージがログに書き込まれないように指定できます。
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メッセージ・ハンドラーの編集は、デザイナーまたは IBM InfoSphere DataStage デ
ィレクターで行えます。メッセージ・ハンドラーを作成する場合は、ディレクタ
ー・クライアントの「メッセージ・ハンドラーへルールを追加」機能を使用するこ
とをお勧めします。
メッセージ・ハンドラーを使用する場合、次の 2 つのレベルを指定できます。
v 「プロジェクト・レベル」。 プロジェクト・レベルのメッセージ・ハンドラー
は、 InfoSphere DataStage アドミニストレーターで定義します。これは、指定さ
れたプロジェクト内のすべてのパラレル・ジョブに適用されます。
v 「ジョブ・レベル」。 デザイナーで、既存のハンドラーを特定のジョブに適用す
ることを指定できます。 ジョブをコンパイルすると、ハンドラーはローカル・ハ
ンドラーとしてジョブ実行可能ファイルに格納されます (必要に応じて、ほかの
システムにエクスポートすることもできます)。
また、ディレクターでジョブを実行するときに、ハンドラーにルールを追加するこ
ともできます (実行するジョブに現在ローカル・ハンドラーが含まれているかどう
かは関係ありません)。 ジョブの実行時にハンドラーにルールを追加する機能は、
ジョブで処理する行すべてに対してメッセージが生成される場合などに便利です。
生成される特定のメッセージをログに書き込まないように設定できます。
ローカル・ハンドラーが存在する場合、ジョブの実行時に参照して、ローカル・ハ
ンドラーに各メッセージのメッセージ・タイプに対するルールが存在するかどうか
が調べられます。 ローカルで処理されないメッセージについては、プロジェクト全
体のハンドラーに該当するルールがないか調べられます。 プロジェクト全体のハン
ドラーにも該当するルールがない場合は、メッセージがジョブ・ログに書き込まれ
ます。
メッセージ・ハンドラーは致命的エラー・メッセージは処理しないことに注意して
ください。致命的エラー・メッセージは常にジョブ・ログに書き込まれます。
メッセージ・ハンドラーの表示、編集、または削除は、メッセージ・ハンドラー・
マネージャーから行います。 メッセージ ID をよく知っている場合には、新しいハ
ンドラーを定義することもできます (ただし、該当メッセージが警告または情報メ
ッセージのどちらであるかを InfoSphere DataStage は判断できません)。 新しいハ
ンドラーを定義する場合は、「メッセージ・ハンドラーへルールを追加」機能の使
用をお勧めします。

メッセージ・ハンドラー・マネージャーの使用
メッセージ・ハンドラーの表示、編集、または削除を行うには、メッセージ・ハン
ドラー・マネージャーを開きます。

このタスクについて
メッセージ・ハンドラー・マネージャーを開くには、「ツール」>「メッセージ・ハ
ンドラー・マネージャー」を選択します。 「メッセージ・ハンドラー編集」ダイア
ログ・ボックスが表示されます。
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既存のハンドラーを編集する方法
手順
1. オプションを選択して、プロジェクト・レベルのメッセージ・ハンドラーを編集
するか、現在選択しているジョブのハンドラーを編集するか、特定のメッセー
ジ・ハンドラーを編集するかを指定します。 特定のメッセージ・ハンドラーを
編集する場合は、編集するハンドラーをドロップダウン・リストから選択しま
す。 編集するために選択したハンドラーの設定がグリッドに表示されます。
(プロジェクト・レベルのハンドラーを編集するオプションは、そうしたハンド
ラーがアドミニストレーター・クライアントでセットアップされている場合にの
み有効になります。)
2. 必要に応じて、グリッドを編集します。以下を行えます。
v 特定のメッセージに対して新しい「アクション」を選択できます。 ドロップ
ダウン・リストから新しいアクションを選択します。 選択できるアクション
は次のとおりです。
「ログ出力を抑止」。 ジョブの実行中にメッセージをログに書き込みませ
ん。
「警告へ昇格」。 情報メッセージを警告メッセージに昇格します。
「情報へ降格」。 警告メッセージを情報メッセージに降格します。
v メッセージを削除できます。 グリッドのメッセージを選択して右クリック
し、ショートカット・メニューの「行の削除」を選択します。
v 新しいメッセージを追加できます。 グリッド内で右クリックし、ショートカ
ット・メニューの「行の挿入」を選択します。 ハンドラーに追加するメッセ
ージの詳細を入力します。
編集が終わったら、「保存」を選択し、現在の名前のままで保存する場合は
「メッセージ・ハンドラーの保存」を、新しいハンドラーとして保存する場合
は「メッセージ・ハンドラーに名前を付けて保存」を選択します。

ハンドラーを削除する方法
手順
1. オプションを選択して、現在選択しているジョブのローカル・ランタイム・ハン
ドラー、プロジェクト・レベルのメッセージ・ハンドラー、または特定のメッセ
ージ・ハンドラーのいずれを削除するのかを指定します。 特定のメッセージ・
ハンドラーをドロップする場合は、ドロップするハンドラーをドロップダウン・
リストから選択します。 編集するために選択したハンドラーの設定がグリッド
に表示されます。
2. 「削除」ボタンをクリックします。

新しいハンドラーを定義する方法
手順
1. 「選択されたメッセージ・ハンドラーを編集」を選択し、ドロップダウン・リス
トから「(新規)」を選択します。 空白のグリッドが表示され、新しいメッセージ
のルールを追加できるようになります。
2. ハンドラーに追加する最初のメッセージのメッセージ ID を入力します。
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3. ドロップダウン・リストから「アクション」を選択します。 選択できるアクシ
ョンは次のとおりです。
v 「ログ出力を抑止」。 ジョブの実行中にメッセージをログに書き込みませ
ん。
v 「警告へ昇格」。 情報メッセージを警告メッセージに昇格します。
v 「情報へ降格」。 警告メッセージを情報メッセージに降格します。
4. 必要なメッセージをすべて追加するまで、この処理を繰り返します。
5. ハンドラーに必要なメッセージをすべて定義したら、「保存」をクリックし、メ
ニューから「メッセージ・ハンドラーに名前を付けて保存」を選択します。ダイ
アログ・ボックスが開き、新規ハンドラーの名前の入力を求められます。
6. 新しいメッセージ・ハンドラーの名前を入力します。

メッセージ・ハンドラーのファイル・フォーマット
メッセージ・ハンドラーはプレーン・テキスト・ファイルで、接尾部は .msh で
す。
ファイルは、エンジン層のインストール・ディレクトリー内の MsgHandlers という
フォルダーに保管されます。 以下は、メッセージ・ファイルの例です。
TUTL 000031 1
TFSC 000001 1
TFSC 000043 2

1
2
3

オープン・ファイルの限度は 100 です。1024 に上げています...
APT 構成ファイル...
ステージで ABORT が発生した後、クリーンアップを試行します...

ファイル内の各行はメッセージ規則を表し、4 つのタブ区切りフィールドが含まれ
ます。
v 「メッセージ ID」。 メッセージを一意的に識別するケース固有のストリング
v 「タイプ」。 情報の場合 1、警告の場合 2
v 「アクション」。 1 = 抑止、2 = 昇格、3 = 降格
v 「メッセージ」。 メッセージ・テキストの例

JCL テンプレート
IBM InfoSphere DataStage JCL テンプレートを使用して、メインフレーム・ジョブ
の生成時に必要な JCL ファイルを作成します。 InfoSphere DataStage には、多様な
タスクに対応できる組み立て式の JCL テンプレート・セットが付属しています。
提供されるテンプレートは、エンジン層のインストール・ディレクトリーの下にあ
る JCL Templates ディレクトリーにあります。 また、テンプレートのコピーが、
各 InfoSphere DataStage プロジェクトの InfoSphere DataStage リポジトリーにもあ
ります。
テンプレートは、特定プロジェクトの要件に合わせて編集することができます。 こ
れは、デザイナーから JCL テンプレート・マネージャーを使用して行います。
「ツール」 > 「JCL テンプレート」 を選択して、「JCL テンプレート」ダイアロ
グ・ボックスを開きます。
「JCL テンプレート」ダイアログ・ボックスには、次のフィールドとボタンが含ま
れます。
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v 「プラットフォーム・タイプ」。 インストールされているプラットフォームのタ
イプが、ドロップダウン・リストに表示されます。
v 「テンプレート名」。 選択されたプラットフォームに使用できる JCL テンプレ
ートが、ドロップダウン・リストに表示されます。
v 「簡略説明」。 選択されたテンプレートについて簡単に説明します。
v 「テンプレート」。 選択されたテンプレートが含むコードです。
v 「保存」。 このボタンは、コードを編集した場合、または変更されたテンプレー
トをその後デフォルト・コードにリセットした場合に有効になります。 「保存」
をクリックすると、変更が保存されます。
v 「リセット」。 テンプレートのコードをデフォルト・テンプレートのコードにリ
セットします。
すべてのプロジェクトに適用されるシステム規模の変更がある場合、テンプレート
のデフォルトを編集できます。ここで行った変更は、その InfoSphere DataStage サ
ーバー上にあるすべての InfoSphere DataStage プロジェクトによって使用されま
す。 JCL Templates ディレクトリーには、編集可能なデフォルト・セットと、読み
取り専用のマスター・セットの 2 つのテンプレート・ファイル・セットが含まれま
す。デフォルト・テンプレートに読み取り専用のマスターをコピーすることによ
り、必要に応じていつでもマスター・テンプレートに戻すことが可能です。 デフォ
ルト・テンプレートの編集には、Microsoft Notepad などの一般的な編集ツールを使
用します。
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第 17 章 リポジトリー・ツリー・オブジェクトの作成
IBM InfoSphere DataStage は、InfoSphere DataStage と IBM Information Server スイ
ートの他のツールで共有される共通リポジトリーを使用します。
リポジトリーでオブジェクトを管理する際に役立つリポジトリー・ツリーとツリ
ー・オブジェクトを作成します。

リポジトリー・ツリー
リポジトリー・ツリーを使用して、リポジトリー内のオブジェクトを参照したり、
管理できます。
デザイナーでは、リポジトリーに以下のオブジェクト・タイプを保管できます。
v データ接続
v データ・エレメント (データ・エレメントを参照)
v IMS データベース (DBD) (IMS データベースと IMS ビューセットを参照)
v IMS ビューセット (PSB/PCB) (IMS データベースと IMS ビューセットを参照)
v ジョブ (ジョブの開発を参照)
v マシン・プロファイル (マシン・プロファイルを参照)
v マッチング仕様
v パラメーター・セット (パラメーター・セットを参照)
v ルーチン (パラレル・ルーチン、サーバー・ルーチン、およびメインフレーム・
ルーチンを参照)
v 共有コンテナー (共有コンテナーを参照)
v ステージ・タイプ (各ジョブ・タイプのリファレンス・ガイドとパラレル・ジョ
ブのカスタム・ステージを参照)
v 表定義 (表定義を参照)
v 変換処理
初めて IBM InfoSphere DataStage を開くと、そのオブジェクト・タイプの事前構成
フォルダーで編成されたリポジトリー・ツリーが表示されます。自分のフォルダー
を配置し、必要に応じて事前構成フォルダーの名前を変更することもできます。 リ
ポジトリー・ツリーの任意のフォルダーに、任意のタイプのオブジェクトを保管で
きます。 また独自のフォルダーをツリーに追加することも可能です。 これによ
り、例えば、特定ジョブに関連するすべてのオブジェクトを 1 つのフォルダーに置
くことができます。 フォルダーの中に別のフォルダーを置いてネストさせることも
できます。
注: 組み込みオブジェクトの中には、リポジトリー・ツリー内で移動できないもの
があります。
リポジトリー・ツリーの横にある青色のバーをクリックすると、リポジトリーの詳
細ビューが開きます。 詳細ビューには、リポジトリー・ツリー内のオブジェクトに
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関する詳細が示されます。これは、Windows Explorer ビューと同じように構成でき
ます。 青色のバーを再度クリックすると、詳細ビューが閉じます。
リポジトリー・ツリーでジョブ・デザインのスケッチを表示するには、マウスをツ
リー内のジョブ・アイコンに移動します。 ツールチップが開いて、ジョブ・デザイ
ンのサムネールが表示されます。 (このオプションは、「デザイナー・オプショ
ン」で無効にできます。)
リポジトリー・ツリーでオブジェクトを開くと、そのオブジェクトをロックし、そ
のロックを保持している間、他のユーザーはそれを変更できなくなります (読み取
り専用のコピーは参照可能です)。

新規オブジェクトの作成
新しいオブジェクトを作成するには、いくつかの方式があります。 こうした方式
は、オブジェクト・タイプごとに個別に説明されていますが、ここではそれを要約
します。

開始時に新規オブジェクトを作成する
デザイナー・クライアントを開始するときに、任意のタイプの新しいオブジェクト
を作成できます (この機能をデザイナー・クライアント・オプションで無効にして
いる場合は例外です)。

手順
1. デザイナー・クライアントを開始します。 「新規」ダイアログ・ボックスが表
示されます。
2. 作成するオブジェクト・タイプのフォルダーを開きます。
3. 右のペインで、必要とする正確なオブジェクト・タイプを選択します。
4. 「OK」をクリックします。
5. オブジェクトがさらに情報を必要とする場合、その情報を収集するための別のダ
イアログ・ボックスが表示されます。 ダイアログ・ボックスのタイプは、オブ
ジェクト・タイプによって異なります (詳しくは、個々のオブジェクトの説明を
参照してください)。
6. 必要な詳細を指定したら、「OK」をクリックします。 デザイナーによって、リ
ポジトリー・ツリーでオブジェクトを保管する場所の入力が求められます。

リポジトリー・ツリーから新規オブジェクトを作成する
リポジトリー・ツリーのショートカット・メニューでは、新規フォルダーまたは任
意タイプのオブジェクトの作成も選択できます。

このタスクについて
最上位の新しいフォルダーを作成するには、次のようにします。
v ツリー最上位のプロジェクト・アイコンを選択し、右クリックしてショートカッ
ト・メニューから「新規」 > 「フォルダー」を選択します。新しいフォルダーが
表示され、必要に応じて名前を入力すると、変更した名前が即座に反映されま
す。
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既存フォルダーの下に新しいフォルダーを作成するには、次のようにします。
v 親フォルダーを選択し、右クリックしてショートカット・メニューから「新規」
> 「フォルダー」を選択します。 新しいフォルダーが表示され、必要に応じて名
前を入力すると、変更した名前が即座に反映されます。

手順
1. 新しいオブジェクトが入るフォルダーを選択し、右クリックしてショートカッ
ト・メニューから必要なオブジェクト・タイプを選択します。
2. オブジェクトがさらに情報を必要とする場合、その情報を収集するための別のダ
イアログ・ボックスが表示されます。 ダイアログ・ボックスのタイプは、オブ
ジェクト・タイプによって異なります (詳しくは、個々のオブジェクトの説明を
参照してください)。

メインメニューから新規オブジェクトを作成する
次の手順で、メインメニューから新規オブジェクトを作成できます。

手順
1. 「ファイル」 > 「新規」を選択します。「新規」ダイアログ・ボックスが表示
されます。
2. 作成するオブジェクト・タイプのフォルダーを開きます。
3. 右のペインで、必要とする正確なオブジェクト・タイプを選択します。
4. 「OK」をクリックします。
5. オブジェクトがさらに情報を必要とする場合、その情報を収集するための別のダ
イアログ・ボックスが表示されます。 ダイアログ・ボックスのタイプは、オブ
ジェクト・タイプによって異なります (詳しくは、個々のオブジェクトの説明を
参照してください)。
6. 必要な詳細を指定したら、「OK」をクリックします。 デザイナーによって、リ
ポジトリー・ツリーでオブジェクトを保管する場所の入力が求められます。

ツールバーから新規オブジェクトを作成する
ツールバーから複数のタイプの新規オブジェクトを作成できます。

このタスクについて
ツールバーの新規アイコンを使用して、次のタイプのオブジェクトを作成できま
す。
v ジョブ・シーケンス
v メインフレーム・ジョブ
v パラレル・ジョブ
v パラレル共有コンテナー
v サーバー・ジョブ
v サーバー共有コンテナー
このメニューからインテリジェント・アシスタントを開始して、特定タイプのジョ
ブをデザインすることもできます (『インテリジェント・アシスタントを使用した
ジョブの作成』を参照)。
第 17 章 リポジトリー・ツリー・オブジェクトの作成
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手順
1. ツールバーの「新規」アイコンをクリックします。
2. ドロップダウン・メニューから目的のオブジェクト・タイプを選択します。
3. 選択したジョブ・タイプまたはコンテナー・タイプの新しいインスタンスがデザ
イナーで開きます。ここから、リポジトリー内の任意の場所にそれを保存できま
す。
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付録 A. 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。
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 の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
IBM Knowledge Center には、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。IBM Knowledge Center 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。IBM Knowledge Center では XHTML
を使用しているため、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 Knowledge Center にある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、こちら
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。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. 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 6. 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/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。
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付録 C. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、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。
IBM Knowledge Center 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。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
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。
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などに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

特定のトピックにアクセスするには、製品 ID とバージョン番号、資料プラグイ
ン名、および URL 内のトピック・パスを指定します。例えば、バージョン 11.3
用のこのトピックの URL は以下のとおりです。 (記号「⇒」は、行の継続を表
します)
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

ヒント:
Knowledge Center には、以下の短縮 URL もあります。
http://ibm.biz/knowctr

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、
短縮 URL と製品 ID の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての
InfoSphere Information Server 資料の短縮 URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/
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また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりで
す。(記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

ローカルにインストールした資料を参照するヘルプ・リンクの変更
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメー
ション・センターとしてローカル版の資料をインストールして、それを指すように
ヘルプ・リンクを構成することも可能です。ローカルのインフォメーション・セン
ターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていない場合に便
利です。
インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインストー
ル手順を使用して、任意のコンピューターにそれをインストールします。インフォ
メーション・センターをインストールして開始した後、サービス層のコンピュータ
ーで iisAdmin コマンドを使用して、製品の F1 とヘルプ・リンクで参照する資料
の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX® Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピュ
ーターの名前、 <port> はインフォメーション・センターのポート番号です。デフ
ォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフォルト・ポートを使用するコンピ
ューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
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 http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。

290

デザイナー・クライアント・ガイド

付録 D. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

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。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21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。
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IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
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
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います。 お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。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。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 7. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Information Server
(InfoSphere
Information Server Web コンソール
インストール済み
環境の部分)

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 7. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

InfoSphere
すべて
Metadata Asset
(InfoSphere
Information Server Manager
インストール済み
環境の部分)

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

v 認証
v 拡張されたユー
ザーのユーザビ
リティー
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console
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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。

196

共有コンテナー定義
表示

Oozie Workflow Activity
時刻形式 172

63, 190

事前構成ステージ

70

組み込みデータ・エレメント
検索 185
拡張検索

アクティビティーのプロパティー
コマンド実行 251
通知 254
アシスタント 46

153

ステージ 31
リンク 33
インテリジェント・アシスタント

検索結果

インポート
外部 ActiveX (OLE) 関数 209
ストアード・プロシージャー定義
61

影響分析 190, 191, 193, 195, 197
例 198, 200
影響分析結果 198

93

コネクター 63, 65
コピー、データ・エレメントの
コンテナー 24
表示

エラー処理設定 97
お客様サポート
連絡先 287
オブジェクト
インポートとエクスポート 203
新規作成 282
オブジェクトの比較 179, 181
異なるプロジェクト内の 181
コマンド・ラインの使用 182
オペレーショナル・メタデータ 45

［カ行］

245
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198

検索条件 187
コードのカスタマイズ 233
構成ファイル・エディター 276

269

表定義 72
使用
データ・ブラウザー

95

42

使用場所照会 190, 191, 193, 195, 198
商標
リスト 293
153

108

編集 108
コンパイル
BASIC ルーチンのコード
コンパイル、 ジョブの 17
コンパイル検査 228
コンポーネント
エクスポート 213
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190, 191, 197, 200

ストアード・プロシージャー定義

190

列定義の 190
「検索」ダイアログ・ボックス

移動

217

ストアード・プロシージャーの入力パ
ラメーター

185

105

255

40, 110, 116

指定
ジョブ従属性

従属性照会
手動入力

185, 187

クイック検索
表定義の

244

パラメーター・セット値の指定

共有リポジトリー 63, 65, 66, 190
クイック検索 185

ネスト条件 253
プロパティー 250, 253

再実行 243
トリガー 239
パラメーターの作成
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共有メタデータ管理ツール

アクティビティー

開始
練習 4
開発、ジョブの 21, 30, 281
外部 ActiveX (OLE) 関数 160
拡張検索 185, 187, 202
カスタマイズ
COBOL コード 233
貨幣のフォーマット 172
環境変数
シーケンス・ジョブでの作成
ジョブでの作成 102
キー・フィールド 56, 94

シーケンス・ジョブ (続き)

227

強調表示、データ・リネージュの
共通リポジトリー 281

変更 112
共有メタデータ

［ア行］

表定義

強制コンパイル

145

［サ行］
サーバー・ディレクトリーの参照 39
削除
ステージ 32
リンク 34
列定義 36, 92, 98
作成
ストアード・プロシージャー定義 95
データ・エレメント 150
表定義 72
サポート
お客様 287
参照、サーバー・ディレクトリーの 39
参照リンク 26, 28
サンプル・データ 1, 4
シーケンス・ジョブ
環境変数の作成 245

ジョブ
開発

21, 30, 281

環境変数の作成
検索 185
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構成 12
コンパイル 17
コンパイル検査 228
作成 8
実行 17
従属性の指定 217
デザイン 32
バージョン番号 165, 169, 174
パラレル 1
開く 22
保存 8, 22
マップの定義 168, 171
ロケールの定義 168, 171
ジョブ後処理サブルーチン 166, 170
ジョブから新規テンプレート 269
ジョブ制御ルーチン 267
ジョブのコンパイル 228
ジョブ前処理サブルーチン 165, 170
ジョブを開く 22
ジョブ・アクティビティー
プロパティー 252
ジョブ・デザイン
説明注釈 41
注釈 41
ジョブ・デザインにコメントを入れる
説明注釈の使用 41
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ジョブ・デザインにコメントを入れる (続
き)

［タ行］

注釈の使用 41
ジョブ・パラメーター

注釈

入力、列定義の

使用

100

ジョブ・デザインでの使用
ツールバー

挿入

104

新規オブジェクトの作成

100

ステージ 30
Sequential File ステージ

ジョブ・ルーチン
前処理または後処理
ジョブ・レポート 223
スタイル・シート
生成

Transformer ステージ

167, 171

通貨フォーマット
通知 254

225

223

ジョブ・ログ 17
数字フォーマット

追加 71
スタイル・シート、ジョブ・レポートの
225
ステージ 23
移動 31
削除 32
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43, 63
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165, 169, 174

パフォーマンス・モニター
パラメーター

43

94

データ・エレメント
長さ 94
パラメーター・グリッド

94
95
94

パラメーター・セット 99
シーケンス・ジョブでの使用

データ・エレメント
組み込み 153
コピー 153

244

104

スケール・ファクター

71

パラレル・エンジン構成ファイル

105
275

パラレル・ジョブ

150
150
153

データ・リネージュ
強調表示 196

12

バージョン番号、ジョブの

パラメーター定義
キー・フィールド

データ接続オブジェクト

追加 72
データ・ブラウザー
使用 42

ストアード・プロシージャー 93
ストアード・プロシージャー定義
インポート 93
エラー処理 97
結果セット 96
作成 95
手動定義 95
ダイアログ・ボックス 73
表示 97
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コードのカスタマイズ 233
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アクセス 289
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アクセシビリティー 285
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挿入、列定義の 35
ソフトウェア・サービス
連絡先 287
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パレット 4
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データ・エレメントの割り当て
データ・ファイル

列定義 35
「ステージ」ページ
プロパティー 114

［ハ行］

ジョブへの挿入
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追加
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シーケンス・ジョブでの作成

編集 153
割り当て 152

32

ステージのリンク 32
ステージ・エディター

9

9

データ移行アシスタント

作成
定義
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名前の変更
編集 34
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データベース
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追加
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入力パラメーターの指定
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ストアード・プロシージャー定義
データ・エレメント 153
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BASIC ルーチン定義
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データ・リネージュの強調表示
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定義
データ・エレメント 150
マップ 168, 171
ロケール 168, 171
ディレクター・クライアント 17
デザイナー・クライアント 185
開始 4
メタデータのインポート 211
テスト、 BASIC ルーチンの 145
テンプレートから新規ジョブ 270
特記事項 293
トリガー
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［ナ行］
名前の変更
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リンク 9
BASIC ルーチン 159
入力
BASIC ルーチンのコード
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手動入力 72
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「表定義」ダイアログ・ボックス 55
ストアード・プロシージャーの 94
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「フォーマット」ページ 58
「レイアウト」ページ 60
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複数値データ 56
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ジョブ・アクティビティー 252
ネスト条件 253
変換処理
コピー 149
編集
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変換処理定義のコピー 149
編集
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入力
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