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パラレル・ジョブ・チュートリアル

第 1 章 チュートリアル: パラレル・ジョブの作成
このチュートリアルでは、InfoSphere® DataStage® を使用して、データの抽出、変
換、およびロードを行うジョブを作成します。 ソース・データの変換およびクレン
ジングを行い、整合したフォーマット設定を行うことで、データの品質が向上しま
す。
このシナリオでは、世界的な企業である GlobalCo と WorldCo が合併しようとして
います。 2 社のビジネスはよく似ているため、2 社に共通の顧客が多く存在しま
す。 合併後の会社 GlobalCo Worldwide では、配送情報と伝票情報のデータウェア
ハウスのビルドを検討中です。このチュートリアルの課題では、このゴールの達成
に必要な作業の、ほんの一部分に注目します。
課題では、プロジェクトの一部の、顧客データの伝票レコードを含む GlobalCo の
データに関する作業に取り組みます。 コンマ区切り値 (CSV) のファイルからこの
データを読み取り、それをクレンジングおよび変換して、WorldCo からの同等のデ
ータとマージする準備をします。 このデータは、完成したデータウェアハウスの中
の GlobalCo_billing ディメンション表を形成します。 別の開発者がこのディメン
ション表を WorldCo_billing ディメンション表とマージして、GlobalCo Worldwide
の伝票情報を作成します。
このチュートリアルでは、GlobalCo の伝票データの抽出、変換、およびロードを行
うタスクを見ていきます。 以下のステップに、実行するアクションの手順を要約し
ています。
1. モジュール 1 では、samplejob ジョブを開き、ジョブが構成されている各ステ
ージを検討します。 独自のジョブのデザインを始める前に、ステージがどのよ
うに作動するかを理解しておくことは重要です。 また、ジョブのコンパイル方
法、ジョブの実行方法、および生成された出力の表示方法も学習します。
2. モジュール 2 では、ステージとリンクを InfoSphere DataStage and QualityStage®
デザイナー・キャンバスに追加して、最初のジョブを作成します。その後、メタ
データをインポートして、このチュートリアル全体で使用する表定義を作成しま
す。 また、ジョブ・デザインを簡単にするために再使用し、ジョブの全体で再
使用をプロモートするパラメーターおよびパラメーター・セットを作成します。
3. モジュール 3 では、WorldCo の伝票データにマージできるように、GlobalCo の
伝票データをクレンジングする変換ジョブをデザインします。 その後、複数の
変換をジョブに追加して伝票データに厳密なデータ・タイプを追加することで、
このジョブを拡張します。
4. モジュール 4 では、GlobalCo Worldwide の組織の他の開発者がデータにアクセ
スできるように、クレンジングされた GlobalCo の伝票データをリレーショナ
ル・データベースにロードします。 データ接続オブジェクトを作成し、データ
ベース表から列メタデータをインポートした後、出力をデータベースの既存の表
に書き込みます。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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学習目標
このチュートリアル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 データの抽出、変換処理、およびロードを行うパラレル・ジョブをデザインする
v 他のジョブ・デザインに組み込むことができる再使用可能オブジェクトを作成す
る
v ジョブ・デザインを変更して、厳密なデータ・タイプを実装する
v デザインしたジョブを実行し、結果を表示する

所要時間
チュートリアルを始める前に、InfoSphere DataStage and QualityStage 管理者が、 3
ページの『第 2 章 パラレル・ジョブ・チュートリアル環境のセットアップ』の中
のステップを完了していることを確認してください。チュートリアルのインストー
ルおよび構成に必要な時間は、InfoSphere DataStage 環境によって異なります。
このチュートリアルを終了するのには、約 4 時間かかります。 このチュートリア
ルに関連する他の概念も見て行く場合は、それ以上の時間がかかります。

システム要件
このチュートリアルを行うには、次のハードウェアとソフトウェアが必要です。
v

Windows プラットフォームにインストール済みの InfoSphere DataStage クライ
アント

v Windows または UNIX プラットフォームで稼働する InfoSphere DataStage サー
バーへの接続
ヒント: Windows サーバーは、クライアントと同じコンピューター上に存在する
ことができます。

前提条件
このチュートリアルは、パラレル・ジョブの作成方法を学びたいと考えている初心
者の InfoSphere DataStage デザイナー向けのものです。 ジョブ、ステージ、および
リンクといった基本的な InfoSphere DataStage 概念を理解していることは役立ちま
すが、必須ではありません。
特記事項: GlobalCo、WorldCo、および GlobalCo Worldwide は、IBM および IBM
カスタマーのためのサンプル・アプリケーションの開発に使用されるサンプル・デ
ータを使用した架空のビジネス活動を表します。 これらの架空のレコードには、販
売取引、製品流通、財務、および人的資源のサンプル・データが含まれます。 実在
する名称、住所、連絡先電話番号、取引額とは一切関係がありません。 その他のサ
ンプル・ファイルには、サンプル・アプリケーション開発時にサンプル・データと
して使用することを目的として、手動生成もしくは機械生成された架空のデータ、
学術的もしくは公的な出典から収集した事実に基づくデータ、または著作権者の許
可を得て使用されたデータが含まれる場合があります。 参照される製品名は、それ
ぞれの所有者の商標である可能性があります。 無許可で複製することは禁じられて
います。

2

パラレル・ジョブ・チュートリアル

第 2 章 パラレル・ジョブ・チュートリアル環境のセットアップ
チュートリアルを始める前に、IBM® InfoSphere DataStage and QualityStage アドミ
ニストレーターは、フォルダーの作成、チュートリアル・プロジェクトの作成、ソ
ース・ファイルのインポート、およびその他のセットアップ・タスクを行う必要が
あります。

始める前に
一部のインストールとセットアップのタスクの実行には、InfoSphere DataStage and
QualityStage 特権と Microsoft Windows 管理者特権が必要です。 インストールとセ
ットアップ・タスクを完了するには、チュートリアルを行うよりも高いレベルのシ
ステム知識とデータベースの知識が必要です。

チュートリアル・ファイルのフォルダーの作成
ご使用の InfoSphere DataStage クライアント・コンピューターにフォルダーを作成
して、ファイルをインストール CD からそのフォルダーにコピーします。

手順
1. インストール・メディアにある ¥TutorialData¥DataStage¥parallel_tutorial
フォルダーにナビゲートします。 フォルダーは is-client または is-suite と
いう名前のディレクトリーにある可能性があります。
2. ご使用のコンピューターに新しいフォルダーを作成します (例えば、
C:¥tutorial)。
3. CD にある ¥TutorialData¥DataStage¥parallel_tutorial という名前のフォル
ダーを、クライアント・コンピューターに作成したフォルダーにコピーします。

パラレル・ジョブ・チュートリアル用のプロジェクトの作成
チュートリアル用の新しいプロジェクトを作成し、チュートリアルの課題が他の
InfoSphere DataStage プロジェクトと一緒にならないようにします。

始める前に
チュートリアル・プロジェクトは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アド
ミニストレーター・クライアントを使用して作成します。チュートリアル・プロジ
ェクトを作成するには、このツールに対して十分なアクセス権を持っている必要が
あります。

手順
1. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information
Server」 > 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレータ
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。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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3. 「アドミニストレーター・クライアント」ウィンドウで、「プロジェクト」タブ
をクリックします。
4. 「プロジェクト」ページで、「追加」をクリックします。
5. 「名前」フィールドに、新規プロジェクトの名前として「Tutorial」を入力し、
「OK」をクリックします。
6. 「閉じる」をクリックして、Administrator Clientを閉じます。

パラレル・ジョブ・チュートリアルのソース・ファイルのコピー
使用しているコンピューターにチュートリアルのソース・ファイルをダウンロード
しましたが、これらのファイルは、エンジン層をホストするコンピューターからア
クセス可能でなければなりません。 クライアント層をホストするコンピューターの
Tutorial ディレクトリーにあるチュートリアル・データ・ファイルを、エンジン層
をホストするコンピューターのプロジェクト・ディレクトリーにコピーします。

このタスクについて
Tutorial プロジェクトを作成したときに、エンジン層をホストするコンピューター
にディレクトリーが作成されました。エンジン層はクライアント層をホストするの
と同じ Windows コンピューター上にある場合もあり、別のコンピューター上にあ
る場合もあります。 Tutorial プロジェクトが作成されたディレクトリーを判別し
て、ソース・ファイルをそのディレクトリーにコピーできるようにします。

手順
1. チュートリアルのソース・ファイルを抽出したディレクトリーを開きます。 こ
のファイルには、3 つの .csv ファイル、3 つの .ddl ファイル、および 1 つ
の .dsx ファイルが含まれます。
2. Projects ディレクトリーに進み、プロジェクトの Tutorial ディレクトリーを
開きます。次のディレクトリーは、InfoSphere DataStage のデフォルトの
Projects ディレクトリーです。
オプション

説明

Microsoft Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥

AIX、HP-UX、Solaris、Linux

/opt/IBM/InformationServer/Server/
Projects/

3. このディレクトリーの中に、Tutorial_files という名前の新規ディレクトリー
を作成します。
4. クライアント層をホストするコンピューター上の Tutorial ディレクトリーの内
容を、エンジン層をホストするコンピューター上の Tutorial_files ディレクト
リーにコピーします。

パラレル・ジョブ・チュートリアルのコンポーネントのインポート
Designer Clientを使用して、サンプル・ジョブとサンプル表定義をインポートしま
す。
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手順
1. 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「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「Tutorial」プロジェクトを選択し、「OK」をク
リックします。
4. 「新規」ウィンドウで、「キャンセル」をクリックして閉じます。 既存のジョ
ブを開こうとしているので、このウィンドウは閉じることができます。
5. Designer Clientのメニュー・バーから、「インポート」 > 「DataStage コンポー
ネント」をクリックします。
6. 「DataStage リポジトリー・インポート」ウィンドウの「インポート元ファイ
ル」フィールドに、「Tutorial_files¥parallel_tutorial.dsx」を入力します。
Tutorial_files は、エンジン層をホストするコンピューターに作成したフォル
ダーの名前です。
7. 「すべてインポート」ラジオ・ボタンをクリックします。
8. 「OK」をクリックします。 Designer Clientは、サンプル・ジョブとサンプル表
定義を、選択したディレクトリーにインポートします。
9. 「ファイル」 > 「終了」をクリックして、Designer Clientを閉じます。

パラレル・ジョブ・チュートリアルのデータベース表の作成
InfoSphere DataStage のメタデータ・リポジトリーをホストするリレーショナル・デ
ータベースの中に、表を作成します。

始める前に
Microsoft Windows コンピューター上にターゲット・データベース表を作成している
場合、管理者特権を持っているか、管理者としてコマンドを実行できなければなり
ません。
次のコマンドを実行して、アドミニストレーター・セッションを開始します。
runas /User:Administrator cmd.exe

このタスクについて
InfoSphere DataStage は、リレーショナル・データベースがホストするリポジトリー
を使用します。このチュートリアルのモジュール 4 で、リレーショナル・データベ
ースの表からメタデータをインポートし、その後、表にデータを書き込みます。 デ
ータ定義言語 (DDL) スクリプトを使用して、データベース表を作成します。

手順
1. Tutorial という名前の新しいデータベースを作成します。このデータベース
は、UTF-8 コード・セットで作成する必要があります。 UTF-8 コード・セット
ではないデータベースに対してデータベース作成スクリプトを実行すると、失敗
します。
2. 新しいデータベースに接続します。
第 2 章 チュートリアルのインストールとセットアップ
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3. InfoSphere DataStage Projects ディレクトリー内の Tutorial_files ディレクト
リーに進みます。
4. 該当する DDL スクリプトを実行して新しいデータベースの中にチュートリアル
表を作成します。
データベース・タイプ
IBM DB2

®

スクリプト
DB2_table.ddl

Oracle

Oracle_table.ddl

Microsoft SQL Server

SQLserver_table.ddl

パラレル・ジョブのチュートリアル表の DSN の作成
パラレル・ジョブのチュートリアルのユーザーが ODBC 接続を使用して表に接続で
きるように、データベース表の DSN を作成します。

Microsoft Windows コンピューターのチュートリアル表の DSN
の作成
IBM InfoSphere Information Server エンジンがインストールされているコンピュータ
ーに DSN を定義します。 パラレル・ジョブ・チュートリアルのユーザーは、
Designer Client内のこの DSN を使用してチュートリアル表に接続します。

始める前に
この作業を完了するには、Windows コンピューター上の管理者特権が必要です。

手順
1. 「コントロール パネル」を開き、「管理ツール」を選択します。
2. 「データ ソース (ODBC)」を選択します。
3. 「システム DSN」タブをクリックします。
4. 「システム DSN」ページで、「追加」をクリックします。
5. 「データ ソースの新規作成」ウィンドウで、データベースのドライバーを選択
し、「終了」をクリックします。
重要: データベース・ドライバーがリストされていなければ、データベース・ド
ライバーをインストールする必要があります。
6. 開いたデータベース・ドライバー・ウィンドウに、チュートリアル・データベー
スに接続するためにドライバーが必要とする詳細を指定します。 データベース
のユーザー名とパスワードを指定した場合は、これらの接続の詳細を含めます。
7. データベース・ドライバー・ウィンドウを閉じ、「OK」をクリックして
「ODBC データ ソース アドミニストレータ」ウィンドウを閉じます。
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AIX、HP-UX、Solaris、または Linux コンピューターのチュート
リアル表の DSN の作成
IBM InfoSphere Information Server エンジンがインストールされているコンピュータ
ーに DSN を定義します。 パラレル・ジョブ・チュートリアルのユーザーは、
Designer Client内のこの DSN を使用してチュートリアル表に接続します。

始める前に
AIX、HP-UX、Solaris、または Linux コンピューターに DSN をセットアップする
には、次の 3 つのファイルを編集します。
v dsenv
v odbc.ini
v uvodbc.config
それぞれのファイルの中に作成するエントリーは、使用しているオペレーティン
グ・システム、および接続先のデータベースのタイプによって異なります。

dsenv ファイルの構成
一部の ODBC 接続、プラグイン、およびコネクターについては、IBM WebSphere®
MQ などの外部アプリケーションと対話するために、ODBC データ・ソースとの接
続を確立する ODBC ドライバーの対話式の使用を可能にする環境変数を追加する必
要があります。

始める前に
InfoSphere DataStage アドミニストレーターのサーバー上でオペレーティング・シス
テム証明情報を持つ、InfoSphere DataStage 管理者としてログインする必要がありま
す。
編集する前に、dsenv ファイルをバックアップします。

このタスクについて
dsenv ファイルには、エンジンが始動するときに使用される一連のシェル引数が含
まれます。 対話式ユーザー、他のプログラム、およびスクリプトは、dsenv ファイ
ルを使用できます。ワイヤー・プロトコル・ドライバーを使用する接続の場合、
dsenv ファイルを変更する必要はありません。

手順
1. dsenv ファイルを編集します。 このファイルは $DSHOME/DSEngine ディレクト
リーにあります。ここで、$DSHOME は InfoSphere DataStage インストール・ディ
レクトリーを示します。 デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine です。
2. 次の情報を dsenv ファイルに指定します。
v データベース・クライアント・ソフトウェアの環境変数
v データベースのホーム・ロケーション
v データベース・ライブラリー・ディレクトリー

第 2 章 チュートリアルのインストールとセットアップ
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表 1. オペレーティング・システム別の、ライブラリー・パス環境変数の名前
オペレーティング・システム
AIX

®

ライブラリー・パス環境変数
LIBPATH

HP-UX

SHLIB_PATH

Intel Itanium 上の HP-UX

LD_LIBRARY_PATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

Solaris

LD_LIBRARY_PATH

次の例は、一般に使用されているデータベースの標準的なエントリーを示しま
す。 エントリーは、使用しているオペレーティング・システムによって、いく
らか異なります。 詳細は、データ・ソースの資料を参照してください。
Sybase 11
LANG=
export LANG
SYBASE=/export/home/sybase/sybase
export SYBASE
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SYBASE/lib:/usr/lib:/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Informix® XPS 9.3
INFORMIXDIR=/space/informix
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=solnew2.1
export INFORMIXSERVER
ONCONFIG=onconfig.solnew2
export ONCONFIG
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/
esql:$INFORMIXDIR/lib/cli
export LD_LIBRARY_PATH
LANG=C
export LANG

DB2 バージョン 10.5
DB2DIR=/opt/IBM/db2/V10.5
export DB2DIR
DB2INSTANCE=db2inst1
export DB2INSTANCE
INSTHOME=/export/home/db2inst1
export INSTHOME
PATH=$PATH:$INSTHOME/sqllib/bin:$INSTHOME/sqllib/adm:
$INSTHOME/sqllib/misc
export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INSTHOME/sqllib/lib
export LD_LIBRARY_PATH
THREADS_FLAG=native
export THREADS_FLAG

3. 変更を保存します。
4. IBM InfoSphere Information Server エンジンを停止して再始動します。

odbc.ini ファイルの構成
odbc.ini ファイルで、使用するデータベースとデータベース・アプリケーションの
接続に関する情報を指定します。 InfoSphere DataStage が ODBC データ・ソース
にアクセスできるようにこのファイルを構成する必要があります。
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このタスクについて
/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/IBM_Tools ディレクトリーに
は、サポートされる各プラットフォーム用のサンプルの odbc.ini ファイルが含ま
れます。 これらのファイルの内容を使用して、$DSHOME ディレクトリーの
odbc.ini ファイルを作成します。 $DSHOME 変数は、InfoSphere DataStage インスト
ール・ディレクトリーを示します。

手順
1. <installation-directory>/Server/DSEngine ディレクトリーまでナビゲートし
ます。ここで、<installation-directory> は、InfoSphere Information Server をイン
ストールしたディレクトリーです。
2. 次のコマンドを実行して、サンプル .odbc.ini ファイルが odbc.ini ファイル
を指し示すようにソフト・リンクを作成します。
ln -s odbc.ini.odbc.ini

3. 使用しているデータベース環境と一致するように、.odbc.ini ファイルを変更し
ます。

uvodbc.config ファイルの構成
uvodbc.config ファイルの中に、各データベースの ODBC データ・ソース名
(DSN) を指定します。

このタスクについて
uvodbc.config ファイルのコピーが、$DSHOME ディレクトリーと各プロジェクト・
ディレクトリーに存在します。 例えば、Linux では、プロジェクトのデフォルト・
パスは /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects です。
デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage は uvodbc.config ファイルの現行プロ
ジェクト・ディレクトリーを検索します。ファイルが見つかった場合は、$DSHOME
の代わりに、このファイルを使用します。このファイル配置によって、一部のプロ
ジェクトにしか識別されないデータ・ソースを構成できます。

手順
次の構文を使用して、uvodbc.config ファイルにエントリーを追加します。
<DSN_name>
DBMSTYPE = ODBC

DSN_name は、ODBC DSN です。 この名前は、 .odbc.ini ファイルに指定され
ている名前と同じでなければなりません。等号の両側にスペースを挿入する必要が
あります。
uvodbc.config ファイルでは、コメント行は番号記号 (#) で始まります。 ファイル
の先頭のコメント・ブロック以外にあるコメントは、処理中のエラーの原因になり
ます。コメントは、uvodbc.config ファイルの先頭にあるコメント・ブロックにの
み追加してください。
次の例に、標準的な uvodbc.config ファイルを示します。
[ODBC DATA SOURCES]
<localuv>
DBMSTYPE = UNIVERSE
第 2 章 チュートリアルのインストールとセットアップ
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network = TCP/IP
service = uvserver
host = 127.0.0.1
<Sybase1>
DBMSTYPE = ODBC
<Sybase2>
DBMSTYPE = ODBC
<Oracle8>
DBMSTYPE = ODBC
<Informix>
DBMSTYPE = ODBC
<DB2>
DBMSTYPE = ODBC

DB2 パッケージの作成と DSN へのバインディング
DB2 パッケージを使用するには、パッケージを各 DB2 データ・ソース名 (DSN)
にバインドする必要があります。

手順
1. ターミナル・ウィンドウを開き、$DSHOME/../branded_odbc/bin ディレクトリー
に移動します。 $DSHOME 変数は、InfoSphere DataStage インストール・ディレク
トリーを示します。 デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine です。
2. 次のコマンドを入力します。
bind22 dsn

dsn は ODBC データ・ソース名です。
3. ユーザー ID とパスワードの入力を求めるプロンプトが出されたら、ユーザー
ID とパスワードを指定します。

その他の ODBC ドライバーの構成
他のベンダーの ODBC ドライバーを使用して、データ・ソースに接続できます。
ただし、1 つの ODBC マネージャーしか使用できないため、InfoSphere DataStage
ドライバーを使用する場合は、他のベンダーからのドライバーは使用できません。

手順
1. ODBC マネージャーとドライバーをインストールします。 ドライバーのベンダ
ーが提供する資料を使用してください。
2. ドライバーに接続するようにコンピューターを構成します。
a. dsenv ファイルで、必要な環境変数を追加します。
b. odbc.ini ファイルで、データベース、またはデータベース・クライアント・
アプリケーションへの接続をセットアップします。 データ・ソース名
(DSN)、ドライバー名、およびログイン情報の指定が必要です。
c. uvodbc.config ファイルで、データベースへの接続に使用する DSN を指定
します。
3. ODBC マネージャーの共有ライブラリー libodbc.sl を、InfoSphere DataStage
ロード・ライブラリー・パスに含めます。 (HP-UX の場合、接尾部は so で
す。) dsenv ファイルを編集し、共有ライブラリー・パス環境変数の中で、必
ず、ODBC マネージャーへのパスを $DSHOME/../branded_odbc/lib へのパスよ
り前に記述してください。
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4. ドライバーをインストールして構成した後、接続をテストします。

タスクの結果
DataDirect ドライバーを再度使用するには、dsenv ファイルから ODBC マネージャ
ーへのパスを削除し、InfoSphere DataStage ODBC ドライバー・ライブラリーが他
の ODBC ドライバー・ライブラリーよりも前にあることを確認します。

ODBC 接続のテスト
InfoSphere DataStage に対して定義した ODBC 接続を構成した後、構成をテストし
て、データ・ソースへの接続を確認します。

手順
1. ディレクトリーを $DSHOME ディレクトリーに変更し、次のコマンドを実行して
環境を設定します。
. ./dsenv

2. 次のコマンドを入力して、IBM InfoSphere Information Server エンジン・シェル
を開始します。
./bin/dssh

3. 次のコマンドを入力して、プロジェクトにログインします。
LOGTO project_name

project_name は、大/小文字を区別します。
4. 次のコマンドを入力して、使用可能なデータ・ソース名のリストを取得します。
DS_CONNECT

5. 次のコマンドを入力して、接続をテストします。
DS_CONNECT dsn

ここで、dsn は、テストする接続のデータ・ソース名です。
6. ユーザー名とパスワードを入力して、指定されたデータベースに接続します。
7. 接続を終了する場合は、「.Q」を入力します。

第 2 章 チュートリアルのインストールとセットアップ

11

12

パラレル・ジョブ・チュートリアル

第 3 章 モジュール 1: サンプル・ジョブのオープンと実行
チュートリアルには、ジョブの基本概念を理解するために探索するサンプル・ジョ
ブが含まれています。 サンプル・ジョブを開き、ジョブを構成するステージを探索
した後、ジョブをコンパイルして実行します。
サンプル・ジョブは、Sequential File ステージと Data Set ステージの 2 つのステ
ージから成ります。 Sequential File ステージは、コンマ区切り値ファイルからデー
タを抽出し、そのデータを Data Set ステージに書き込みます。 Data Set ステージ
に書き込まれたデータは、このチュートリアル以降のモジュールで使用されます。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、次のタスクを行う方法を理解できるよう
になります。
v InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー (Designer Client) を開始し、プ
ロジェクトをアタッチする
v 既存のジョブを開く
v ジョブをコンパイルして実行できるようにする
v InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター (Director Client) を開いて、
ジョブを実行する
v ジョブの結果を表示する
注: チュートリアルの以降のモジュールでは、相互作用する InfoSphere DataStage
コンポーネントを参照するときに、ショート・ネームが使用されます。 例えば、
「InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」は、「Designer Client」と呼ば
れます。

所要時間
このモジュールの実行には、およそ 30 分間かかります。

前提条件
InfoSphere DataStage and QualityStage ユーザー許可を持っていることを確認してく
ださい。

レッスン 1.1: サンプル・ジョブのオープン
このレッスンでは、完成したジョブを表示して、その構造を理解し、Designer Client
を十分に理解します。
Designer Clientの使用を始めるには、このチュートリアルにある samplejob ジョブ
を開きます。
デザイナー・クライアントの詳細:

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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Designer Clientは、ジョブを作成するためのワークベンチであり、ツールボックスで
もあります。 含まれているツールを使用して、データの抽出、変換、ロード、およ
びデータ品質の検査を行うジョブを作成します。 パレットには、ジョブの基本的な
ビルディング・ブロックを形成するツールが入っています。 ジョブをデザインする
には、パレットから以下のオブジェクトをキャンバスに追加します。
v ステージ。データ・ソースに接続して、ファイルの読み取りや書き込みを行った
り、データの処理を行ったりする
v リンク。データがフローするステージを接続する
v 注釈。作成するジョブに関する情報を提供する
Designer Clientは、デザイン過程の一環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。 サンプル・ジョブは、このチュートリアルに含ま
れるリポジトリーに入っているオブジェクトです。 サンプル・ジョブは表定義を使
用します。この表定義もまたリポジトリーに入っているオブジェクトです。 ジョ
ブ・パラメーター、パラメーター・セット、および共有コンテナーなどの他のメタ
データをリポジトリーの中に保管します。 他のジョブ・デザイナーは組織全体で再
使用をプロモートするために、これらのオブジェクトを再使用できます。
概要
サンプル・ジョブは、フラット・ファイルからデータを読み取り、出力をデータ・
セットに書き込みます。 パラレル・ジョブは、データが処理されている間、デー
タ・セットを使用してデータを保管します。 データ・セットは一時データ・セット
にしてデザイナーに見えなくすることもできますし、デザイナーが永続データ・セ
ットの作成を選択することもできます。 サンプル・ジョブは、データを永続デー
タ・セットに書き込みます。このデータ・セットは、以降のモジュールで最終的な
宛先に書き込まれるまでデータを保持する内部ステージング領域を提供します。 ジ
ョブをデザインするときにデータのステージング領域を作成する必要はありませ
ん。しかし、このチュートリアルでは、データをモジュールからモジュールまで保
持するためにデータ・セットを使用します。
このジョブで使用するデータは GlobalCo からの顧客の伝票情報です。 このデータ
は、このチュートリアルの以降のモジュールで変換ジョブの入力として使用しま
す。 データには、データ・タイプと変換関数の適用によって解決される、不整合と
フォーマットの問題が含まれます。 クレンジングされたデータは、GlobalCo
Worldwide スター・スキーマの GlobalCo_billing ディメンションになります。 別
の開発者がこのスター・スキーマを作成して、GlobalCo 伝票情報と WorldCo 伝票
情報を組み合わせます。

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」をクリックしま
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「Tutorial」プロジェクトを選択し、「OK」をク
リックします。
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4. Designer Clientを開始したときに開く「新規」ウィンドウに既存のジョブが開い
ているので、「キャンセル」をクリックしてそれを閉じます。
5. リポジトリー・ツリーで、Tutorial フォルダーを展開し、samplejob ジョブを
ダブルクリックします。 チュートリアルで使用するオブジェクトは、すべてこ
のフォルダーの中にあります。 チュートリアルの以降のモジュールで、追加の
フォルダーを作成して、ジョブ、パラメーター・セット、および表定義を保管し
ます。
Designer Clientのキャンバスの中でジョブが開きます。次の図は、samplejob ジョブ
を示しています。

図 1. samplejob ジョブは、単一リンクによって接続されている 2 つのステージから構成されます。

このレッスンで、最初のジョブを開きました。 ジョブを開いたので、ジョブを構成
するステージの探索を開始できます。

レッスン 1.2: サンプル・ジョブの表示とコンパイル
このレッスンでは、samplejob ジョブの中のそれぞれのステージを探索して、ジョ
ブがどのようにデザインされているかを理解します。 その後、ジョブをコンパイル
して、コンピューターで実行する準備をします。
概要
samplejob ジョブでは、フラット・ファイルからデータを読み取る Sequential File
ステージと、データをステージング領域に書き込む Data Set ステージを使用しま
す。 2 つのステージはリンクで結合されており、このリンクによってステージ間の
データが運ばれます。 2 つのステージの間のリンクをフローするメタデータは、ジ
ョブがデザインされたときに定義されました。 ジョブを実行するときに、メタデー
タは、このリンクに沿って移動します。
このレッスンのタスク
1. 『Sequential File ステージの探索』
2.

17 ページの『Data Set ステージの探索』

3.

17 ページの『サンプル・ジョブのコンパイル』

Sequential File ステージの探索
Sequential File ステージを開いて、ステージ・プロパティーを理解します。
GlobalCo_billTo_flat Sequential File ステージがソースです。 これは、samplejob
ジョブのソース・ファイルを指定し、GlobalCoBillTo_ds Data Set ステージに送ら
れる列を定義します。

第 3 章 モジュール 1: サンプル・ジョブのオープンと実行
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1. サンプル・ジョブの中で、GlobalCo_billTo_flat Sequential File ステージをダブ
ルクリックします。
「出力」ページの「プロパティー」タブに、ステージ・エディターが開きます。
すべてのパラレル・ジョブのステージには、ジョブの実行時に実行されるアクシ
ョンの指定に使用する「プロパティー」タブがあります。
2. 「ソース」カテゴリーの下の「ファイル」プロパティーを見てください。
このプロパティーを使用して、ジョブが実行されるときにステージが読み取るフ
ァイルを指定します。 サンプル・ジョブでは、「ファイル」プロパティーは
GlobalCo_BillTo.csv と呼ばれるファイルを指します。ジョブを実行するとき
に、このファイルを含むディレクトリーを指定します。
ディレクトリーの名前は、#tutorial_directory# という名前のジョブ・パラメ
ーター名によって指定されます。 ジョブ・パラメーターを使用して、ファイル
名やディレクトリー名などの実行時の可変情報を指定します。これによって、作
成および処理が簡単になります。 ジョブ・パラメーターは、番号記号 (#) によ
って指定されます。
3. 「オプション」カテゴリーの下の「最初の行は列名」プロパティーをクリックし
ます。
サンプル・ジョブでは、GlobalCo_BillTo.csv ファイルの 1 行目にファイルの
中の列名が含まれるため、このプロパティーは True に設定されています。 残
りのプロパティーには、デフォルト値を使用します。
4. 「フォーマット」タブをクリックします。
「フォーマット」タブは「プロパティー」タブに似ているように見えますが、設
定するプロパティーは、ステージが読み取るフラット・ファイルのフォーマット
を記述します。 GlobalCo_billTo_flat ステージはコンマ区切り値 (CSV) ファ
イル (Delimiter=comma) を使用します。これは、行の各フィールドがコンマで分
けられていることを意味します。「レコード区切り文字ストリング = DOS フォ
ーマット」という値は、ファイルが、AIX、 HP-UX、および Solaris システムで
読み取ることができることを示します。
5. 「列」タブをクリックします。
「列」タブでステージの列メタデータを定義します。 列メタデータは、リンク
に沿って GlobalCoBillTo_ds Data Set ステージにフローするデータを定義しま
す。 GlobalCo_BillTo.csv ファイルには多くの列が含まれ、そのすべての列が
データ・タイプ VarChar を持ちます。チュートリアルを進めていく中で、これ
らの列に厳密にデータ・タイプを適用してデータをクレンジングします。
6. ステージ・エディター・ウィンドウの右上隅の「データ参照」をクリックしま
す。
a. 「ジョブ・パラメーターの決定」ウィンドウの「値」フィールドに、チュー
トリアル・データがインポートされたディレクトリーの名前を指定し、
「OK」をクリックします。ステージの中のデータを表示したりジョブを実行
したりするときは、ディレクトリー・パスを指定しなければなりません。
b. 「データ・ブラウザー」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
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ウィンドウが開き、GlobalCo_BillTo.csv ファイルの最初の 100 行が表示さ
れます。それぞれの行は、顧客番号、名前、住所、連絡先情報、および重要
な売上データを含む顧客レコードを表します。
GlobalCoBillTo_ds Data Set ステージで指定されているターゲット・ファイ
ルに、これらのレコードを書き込みます。
c. 「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。
7. 「OK」をクリックして、Sequential File ステージ・エディターを閉じます。

Data Set ステージの探索
Data Set ステージを開いて、ステージ・プロパティーを理解します。
GlobalCoBillTo_ds Data Set ステージがターゲットで、データ・セットの書き込み
先のファイルを指定します。
1. GlobalCoBillTo_ds Data Set ステージをダブルクリックします。
「入力」ページの「プロパティー」タブに、ステージ・エディターが開きます。
Data Set ステージを使用して、別のジョブが使用するデータを保管します。 .ds
拡張子によって示されたデータ・セットは、パラレル・ジョブの内部でデータを
転送するための内部フォーマットです。
2. 「ターゲット」カテゴリーの下の「ファイル」プロパティーをクリックします。
このプロパティーは、GlobalCo_BillTo.ds ファイルを指します。このファイル
は、実行時にステージがデータを書き込む出力ファイルです。ジョブ実行時に、
このファイルを保存するディレクトリーを指定します。 前のステージのよう
に、このステージは、チュートリアル・ファイルが存在するディレクトリーのパ
ラメーターを使用します。
3. 「列」タブをクリックします。
変換せずデータを書き込むので、このステージの列メタデータは、Sequential File
ステージの列メタデータと同じです。 「列」タブは、ジョブの実行時に
GlobalCo_BillTo.ds ファイルに書き込まれるデータを示します。
データ・セットのフォーマットは必要ないため、Data Set ステージ・エディター
には「フォーマット」タブはありません。「データ参照」ボタンをクリックする
と、データは存在しないというメッセージが表示されます。 データは、ジョブ
をコンパイルして実行した後に作成されます。
4. 「OK」をクリックして、Data Set ステージ・エディターを閉じます。

サンプル・ジョブのコンパイル
samplejob ジョブをコンパイルして、それを実行できるようにします。
1. Designer Clientのメニュー・バーから、「ファイル」 > 「コンパイル」をクリッ
クします。
ジョブのコンパイルに従って、「ジョブのコンパイル」ウィンドウがコンパイラ
ーからのメッセージで更新されます。

第 3 章 モジュール 1: サンプル・ジョブのオープンと実行
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2. 「ジョブのコンパイル」ウィンドウにジョブがコンパイルされたことを示すメッ
セージが表示されたら、「OK」をクリックします。
このレッスンでは、フラット・ファイルからデータを読み取り、それをデータ・セ
ットに書き込むという基本的なデータ抽出ジョブを見てきました。ジョブがコンパ
イルされたので、ジョブを実行して出力を表示します。

レッスン 1.3: サンプル・ジョブの実行
前のレッスンで、サンプル・ジョブをコンパイルしました。 サンプル・ジョブがコ
ンパイルされたので、Director Clientを使用して、ジョブを実行し、ジョブ・ログを
表示します。
概要
Director Clientからジョブを実行します。 Director Clientは、Designer Clientで作成し
たジョブの実行およびトラブルシューティングに使用するオペレーティング・コン
ソールです。また、Director Clientを使用して、作成が完了したジョブを実稼働環境
で実行します。
ジョブを実行した後、ジョブ・ログを表示して、エラーが存在する場合にはデバッ
グを行います。
このレッスンのタスク
1. 『ジョブの実行』
2.

19 ページの『出力の表示』

ジョブの実行
ここまでは、Designer Clientで作業をしました。 samplejob ジョブの実行には、
Director Clientを使用します。
1. Designer Clientのメニュー・バーから、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を
クリックします。
Designer Clientを通して Tutorial プロジェクトにログインしているため、
InfoSphere DataStage 証明情報を再入力せずに、Director Clientを開始できます。
Director Clientで、サンプル・ジョブの状況は「コンパイル済み」です。これは、
ジョブを実行する準備ができているということです。
2. Director Clientの右のペインで samplejob ジョブを選択し、メニュー・バーか
ら、「ジョブ」 > 「直ちに実行」をクリックします。
a. 「ジョブ実行オプション」ウィンドウで、プロジェクトのパスを指定しま
す。 例えば、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥Tutorial です。
b. 「実行」をクリックします。 ジョブ状況が「実行中」に変わります。
3. ジョブ状況が「完了」に変わったら、「表示」 > 「ログ」をクリックします。
4. ジョブ・ログを表示して、Director Clientがジョブの実行に伴って報告する情報を
調べます。
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ジョブ・ログには、各イベントが発生した時刻を示すタイム・スタンプ、イベン
トのタイプ、およびイベントが発生したステージまたはオペレーターが表示され
ます。 ジョブは正常に実行されたので、すべてのメッセージは、「制御」また
は「情報」メッセージです。 エラーが発生した場合、ジョブ・ログには、エラ
ーを説明する「警告」メッセージか表示されることがあります。 ジョブが失敗
すると、ジョブ・ログには、失敗を説明する「異常終了」メッセージが書き込ま
れます。
5. 「プロジェクト」 > 「終了」をクリックして、Director Clientを閉じます。

出力の表示
samplejob ジョブを実行した後、出力を表示して、ターゲット・データが期待どお
りのフォーマットであることを確認します。
1. Designer Clientで、samplejob ジョブを開きます。
2. GlobalCoBillTo_ds ステージを開きます。
3. ステージ・エディターで、「データ参照」をクリックします。
4. 「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。 ウィンドウが開き、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。
ジョブを実行したときにデータ・セットの中のデータは変更されません。 チュ
ートリアルの以降のモジュールでデータを入力として使用できるように、このデ
ータをデータ・セットに書き込みました。 データには、変換ジョブで修正する
不整合およびエラーが含まれます。
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、GlobalCoBillTo_ds ステージを閉じます。

次に実行する事柄
samplejob ジョブを実行して出力データを表示しました。 データ抽出ジョブの実行
方法を理解したので、独自のジョブの作成を開始できます。 次のモジュールでは、
別の抽出ジョブの作成手順を説明していきます。 GlobalCo 国別コード情報と特別
な処理コードの 2 つのルックアップ・ファイル・セットを作成します。 これらの
ルックアップ・テーブルは、GlobalCo 顧客レコードを改良するために、以降のモジ
ュールで使用します。
このモジュールでは、以下のタスクを実行しました。
v Designer Clientを開始する
v samplejob ジョブを開き、リポジトリー・ツリーの中でオブジェクトを見つける
v ステージを探索し、各ステージが表すデータを表示する
v Designer ClientからDirector Clientを開始する
v samplejob ジョブを実行し、ジョブ・ログを表示する
v GlobalCo_BillTo.ds データ・セットに書き込まれた出力データを検査する

第 3 章 モジュール 1: サンプル・ジョブのオープンと実行
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第 4 章 モジュール 2: 最初のジョブのデザイン
サンプル・ジョブの開き方、およびコンパイルして実行する方法を学習しました。
ただし、このジョブは事前に作成されていました。したがって、ここでは独自のジ
ョブのデザイン方法を学習することになります。
このチュートリアルでデザインするジョブは、2 つのフラット・ファイルを読み取
り、2 つのルックアップ・テーブルにデータを設定します。 顧客の人口統計をより
よく理解するために、GlobalCo Worldwide では、各顧客の地域と言語を知りたいと
考えています。 したがって、どの国からの顧客であるかを識別するコード、および
各顧客の言語を識別するコードを含んだルックアップ・テーブルを作成します。
GlobalCo Worldwide ではまた、顧客が出荷物を受け取る間隔も知りたいと考えてい
ます。 GlobalCo Worldwide は、出荷物の頻度と量を知ることで、配達操作の合理
化や、配達のピーク時を基礎にした生産調節に役立てることができます。 このデー
タを含めるために、モジュール 3 で使用される特別な処理コードを含んだ第 2 の
ルックアップ・テーブルを作成します。このコードは、各顧客が出荷物を受け取る
間隔を記述する説明テキストに対応します。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、次のタスクを行う方法を理解できるよう
になります。
v ジョブにステージとリンクを追加する
v ステージとリンクについて、ジョブの実行時にどのように機能するかが決まる、
それぞれのプロパティーを指定する
v 列のメタデータをインポートする
v ジョブ・パラメーターを追加し、パラメーター・セットを作成する
v ジョブのコンパイルと実行に関する知識を増やす

所要時間
このモジュールを完了するには、約 90 分間かかります。

レッスン 2.1: ジョブの作成
ジョブのデザインの最初のステップは、ジョブを作成し、それをプロジェクトのデ
ィレクトリーに保存することです。
概要
パラレル・ジョブを作成し、それをリポジトリー・ツリーの Tutorial フォルダー
内の新しいフォルダーに保存します。 ジョブは、データ・ソースからデータ・ター
ゲットへのデータ・フローを表す相互にリンクされたステージから成ります。ステ
ージは、データそのもの、または、そのデータに対して実行される変換のグラフィ
カル表現です。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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ジョブを作成した後、ステージを追加して、ステージをリンクします。
このレッスンのタスク
1. 『新規ジョブの作成』
2. 『ステージの追加とリンクによる結合』

新規ジョブの作成
Designer Clientの中で新規ジョブを作成し、それをプロジェクトのディレクトリーに
保存します。
1. Designer Clientにログインします。
2. メニュー・バーから、「ファイル」 > 「新規」をクリックします。
3. 「新規」ウィンドウの左のペインで「ジョブ」フォルダーを選択し、右のペイン
で「パラレル・ジョブ」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。 空のジョブ・キャンバスが開きます。
5. 「ファイル」 > 「保存」をクリックします。
a. 「パラレル・ジョブに名前を付けて保存」ウィンドウで、Tutorial フォルダ
ーを右クリックし、ショートカット・メニューから「新規」 > 「フォルダ
ー」をクリックします。
b. 新規フォルダーに GCWW tutorial という名前を付けます。ここで、GCWW
は、GlobalCo Worldwide を表します。
c. 作成したフォルダーを右クリックし、「新規」 > 「フォルダー」をクリック
します。
d. 新規フォルダーに Jobs という名前を付けます。 作成するすべてのジョブを
このフォルダーに保存し、このフォルダーを、他の開発者の作業から分離し
ておきます。
「リポジトリー」で、フォルダー構造が次の階層と一致していることを確認
します。
[-] Tutorial
[-] GCWW tutorial
[+] Jobs

e. 「項目名」フィールドに、「Dev_CustData_Codes_Lookup」を入力します。こ
の名前は、このジョブが顧客データ・コードのルックアップを含む開発ジョ
ブであることを示します。
ヒント: ジョブ、ステージ、およびリンクには、常に意味のある名前を使用し
てください。 意味のある名前を持つ一貫した命名規則を使用することで、ジ
ョブの内容を理解しやすくなり、ディレクトリー内で簡単に見つけることが
できます。
f. 「フォルダー・パス」フィールドに、パス ¥Tutorial¥Jobs が含まれている
ことを確認して、「保存」をクリックします。

ステージの追加とリンクによる結合
ジョブにステージを追加し、それらのステージをリンクします。 作成する Lookup
File Set ステージは、このチュートリアルの以降のモジュールで入力として使用さ
れます。
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作成した Dev_CustData_Codes_Lookup ジョブが、Designer Clientの中で開いている
ことを確認します。
1. ジョブに、Lookup File Set ステージを追加します。
a. 「パレット」で、「ファイル」カテゴリーを展開します。
b. 「ルックアップ・ファイル・セット」をクリックし、ジョブ・キャンバスの
右側のブランク領域をクリックします。
c. ステージを右クリックし、「名前の変更」を選択します。
d. ステージの名前を CountryCode_LKP_FS に変更して、Enter キーを押します。
前述したように、意味のある名前を使用することが重要です。 この名前は、
このステージが、国別コード・データを含むルックアップ・ファイル・セッ
ト (LKP_FS) であることを示します。
2. ジョブに、Sequential File ステージを追加します。
a. 「パレット」で、「ファイル」カテゴリーを展開します。
b. 「順次ファイル」をクリックし、CountryCode_LKP_FS ステージの左側のブラ
ンク領域をクリックします。
c. Sequential File ステージの名前を CountryCode_In_SF に変更します。 この名
前は、このステージが、国別コード入力データを含む順次ファイルであるこ
とを示します。
3. ジョブに追加したステージをリンクします。
a. 「パレット」で、「全般」カテゴリーを展開します。
b. 「リンク」をクリックします。
c. CountryCode_LKP_FS ステージの上にカーソルを置いて左クリックし、カーソ
ルを CountryCode_In_SF ステージまでドラッグします。
d. リンクの名前を lnk_CountryCode_In に変更します。
4. ツールバーから、「ファイル」 > 「保存」をクリックして、ジョブを保存しま
す。
ジョブは、次の図に示したジョブと同じようになります。

図 2. 最初のジョブは、Lookup File Set ステージに書き込む Sequential File ステージから構成されます。

このレッスンでは、最初のジョブを作成し、ジョブにステージとリンクを追加し
て、ジョブをリポジトリーに保存しました。

第 4 章 モジュール 2: 最初のジョブのデザイン
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レッスン 2.2: メタデータの指定
このレッスンでは、レッスン 2.1 で作成したジョブの列メタデータを指定します。
ジョブの追加部分を作成するため、ジョブをリコンパイルして実行します。 これを
行うことで、ジョブの次の部分をデザインする前に、ジョブの各部分が正常に機能
することを確認します。
概要
ジョブの最初の部分は、一連の、顧客番号、顧客の国別コード、顧客の言語コード
が含まれた、コンマ区切り値のファイル (CSV) を読み取ります。 ジョブは CSV
ファイルを読み取り、その内容を Lookup File Set ステージのルックアップ・テー
ブルに書き込みます。 このルックアップ・テーブルは、その後のジョブで、ディメ
ンション表にデータを設定するために使用されます。
このレッスンのタスク
1. 『列メタデータの指定』
2.

26 ページの『ルックアップ・プロパティーの指定およびジョブの実行』

列メタデータの指定
ジョブの実行時に実行されるアクションを指定するには、ステージのプロパティー
を編集します。 CountryCode_In_SF ステージからフローする列メタデータの記述か
ら始めます。
1. CountryCode_In_SF ステージをダブルクリックします。 「出力」ページの「プ
ロパティー」タブに、ステージ・エディターが開きます。
a. 「ソース」カテゴリーの下の「ファイル」プロパティーをクリックします。
b. 「ファイル」フィールドで、参照アイコン (
ルの参照」をクリックします。

) をクリックし、「ファイ

c. ファイル選択ウィンドウで、チュートリアルのファイルが存在するディレク
トリーにナビゲートします。
d. CustomerCountry.csv ファイルを選択し、Enter キーを押して「ファイル」プ
ロパティーの値をサブミットします。
e. 「オプション」カテゴリーの下の「最初の行は列名」プロパティーをクリッ
クします。
f. このプロパティーの値を「True」に変更します。 この値は、ジョブがソー
ス・ファイルを読み込むときに列の名前を含む行がドロップされることを指
示します。
2. 「フォーマット」タブをクリックします。
a. 「レコード・レベル」をクリックします。
b. 「追加可能なプロパティー」セクションで、「レコード区切り文字ストリン
グ」をクリックします。
c. 「レコード区切り文字ストリング」ドロップダウン・メニューから、「DOS
フォーマット」をクリックします。 この設定によって、ソース・ファイル
を、確実に AIX、HP-UX、Solaris、または Linux コンピューターで読み取る
ことができるようになります。
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3. 「列」タブをクリックします。
a. 次の列メタデータを入力します。 次の表に値が示されていない列は、ブラン
クのままにします。
重要: 列名は大/小文字の区別があります。
列名

キー

SQL タイプ 長さ

NULL 可能 説明

Char

7

いいえ

顧客 ID 番号

COUNTRY

Char

2

いいえ

顧客が住んでいる国を識
別するコード

LANGUAGE

Char

2

いいえ

顧客の言語を識別するコ
ード

CUSTOMER_
NUMBER

U

CustomerCountry.csv ファイルには 3 列しか含まれないため、列定義を手動
で入力します。ファイルに多くの列が含まれる場合は、直接データ・ソース
から列定義をインポートする方が時間がかからない上に正確です。このチュ
ートリアルの以降のモジュールで、表定義のインポートの方法を学習しま
す。
b. 「保存」をクリックして、指定した列定義を表定義オブジェクトとしてリポ
ジトリーに保存します。 これで、この定義は他のジョブで再利用できます。
c. 「表定義の保存」ウィンドウで、次の情報を入力します。
表 2. 表定義詳細
パラメーター

値

データ・ソース・タイプ

CSV

データ・ソース名

CustomerCountry.csv

表/ファイル名

lnk_CountryCode_In

説明 (すべて)

国別コード・ソース・ファイルの表定義

d. 「OK」をクリックして、表定義を保存する場所を指定します。
e. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、Tutorial ファイルを右クリッ
クし、「新規」 > 「フォルダー」を選択します。
f. Table definitions フォルダーの名前を変更します。 すべての表定義を、こ
のフォルダーに保管します。
g. 表定義に lnk_CountryCode_In という名前を付けて、「保存」をクリックし
ます。
4. ステージ・エディター・ウィンドウで、「データ参照」をクリックし、「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使用し
ます。
「データ・ブラウザー」ウィンドウに CustomerCountry.csv ファイルからのデ
ータが表示されます。 データは、指定した列メタデータにマップされます。
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、ステージ・エディター・ウィンドウを閉じます。
7. ジョブを保存します。
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表定義アイコン (
) が lnk_CountryCode_In リンクに追加されます。このアイコ
ンは、割り当てられた列メタデータがリンクにあることを示します。

ルックアップ・プロパティーの指定およびジョブの実行
CountryCode_In_SF ステージから CountryCode_LKP_FS ステージに送られるメタデ
ータを定義します。 ここでは、このメタデータのルックアップ・プロパティーを構
成します。
1. CountryCode_LKP_FS ステージを開きます。
2. 「ルックアップ・キー」をクリックし、「追加可能なプロパティー」リストか
ら、「キー」プロパティーを選択します。
3. 「キー」ドロップダウン・メニューから、「CUSTOMER_NUMBER」を選択
し、Enter キーを押します。
CUSTOMER_NUMBER 列が、作成するルックアップ・テーブルのルックアップ・キー
であることを指定しました。
4. 「ターゲット」カテゴリーの下の「ルックアップ・ファイル・セット」プロパテ
ィーをクリックします。
) を
a. 「ルックアップ・ファイル・セット」フィールドで、参照アイコン (
クリックし、「ファイルの参照」をクリックします。 ファイル・ブラウザ
ー・ウィンドウが開きます。
b. ファイル・ブラウザー・ウィンドウで、ファイル・セットを保存するディレ
クトリー、例えば
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥Tutorial¥Tutorial_files にナ
ビゲートします。
c. 「ファイル名」フィールドに、作成するファイル・セットの名前を入力しま
す。 例えば、CountryCode_lookup.fs です。
重要: .fs 拡張子を必ず含めます。この拡張子は、このファイルがファイル・
セットであることを示します。
d. Enter キーを押して、ルックアップ・ファイル・セットのパス名を確定しま
す。
5. CountryCode_LKP_FS ステージ・エディターで、「OK」をクリックします。
6. ジョブを保存し、コンパイル・ボタン(
ルします。

) をクリックして、ジョブをコンパイ

7. ジョブが正常にコンパイルされた後、Director Clientを開いてジョブを実行しま
す。
8. ジョブが正常に実行された後、ジョブ・ログ・アイコン (
す。

) をクリックしま

ジョブ・ログには、次のようなメッセージに類似した情報メッセージが記載され
ています。 このメッセージには、正常に処理された行数と失敗したレコード数
が示されます。
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CountryCode_In_SF,0: Import complete;
1998 records imported successfully, 0 rejected.

最初のジョブをデザインして、実行しました。 次のモジュールでは、メタデータを
インポートし、それを、ジョブの中のステージに接続するリンクに割り当てます。

レッスン 2.3: メタデータのインポート
レッスン 2.2 では、インポートする列メタデータを手動で入力しました。 このレッ
スンでは、ジョブが読み取るデータ・ソースから、列メタデータを直接インポート
します。 メタデータは、他のジョブで使用できる InfoSphere DataStage リポジトリ
ーに保管します。
概要
ソース・ファイルからメタデータをインポートすると、エラーの発生が削減され、
メタデータのマップが簡単になります。このレッスンでは、レッスン 2.2 でデザイ
ンしたジョブにステージを追加します。 追加するステージは以前に追加したものに
類似しています。 ステージは、コード番号と対応する特別なデリバリー指示を含ん
だ、コンマ区切り値 (CSV) ファイルを読み取ります。その内容は、このチュートリ
アルの以降のレッスンでジョブが使用するルックアップ・テーブルに書き込まれま
す。 完成したジョブは 2 つの別々のデータ・フローを含み、それぞれ、別々の
Lookup File Set ステージにデータを書き込みます。
このレッスンのタスク
1. 『メタデータのリポジトリーへのインポート』
2.

28 ページの『リポジトリーからの列メタデータのロード』

メタデータのリポジトリーへのインポート
特別なデリバリー指示を含む CSV ファイルから列定義をインポートします。 そし
て、列定義を表定義としてリポジトリーに保存します。 Designer Clientの中でジョ
ブを開かずにメタデータをインポートできますが、既にジョブが開いているときに
メタデータをインポートするようにすると、メタデータを正確にマップすることが
できます。
1. Designer Clientで、「インポート」 > 「表定義」 > 「順次ファイル定義」をク
リックします。
2. 「メタデータのインポート」ウィンドウで、SpecialHandling.csv ファイルをイ
ンポートします。
) をクリックして、チ
a. 「ディレクトリー」フィールドで、参照アイコン (
ュートリアルのソース・ファイルがあるディレクトリーにナビゲートしま
す。 例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥Tutorial¥Tutorial_files で
す。
b. 「ファイル・タイプ」ドロップダウン・メニューで、「コンマ区切り
(*.csv)」を選択します。
c. 「ファイル」リストで、SpecialHandling.csv ファイルを選択します。
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d. 「インポート先フォルダー」フィールドで、参照アイコン (
) をクリッ
クします。 「フォルダーの選択」ウィンドウで、前に作成した
Tutorial¥Table definitions フォルダーを選択して、「OK」をクリックし
ます。
e. 「メタデータのインポート」ウィンドウで、「インポート」をクリックし
て、SpecialHandling.csv ファイルからメタデータをインポートします。
3. 「順次ファイル・メタデータ定義」ウィンドウで、「最初の行は列名」チェッ
ク・ボックスを選択します。
この選択は、ジョブがソース・ファイルを読み込むときに列の名前を含む行がド
ロップされることを指示します。
4. 「定義」タブをクリックします。 ルックアップ・キーとして
「SPECIAL_HANDLING」コードを選択します。
5. 「OK」をクリックして、「順次ファイル・メタデータ定義」ウィンドウを閉じ
ます。
6. 「閉じる」をクリックして、「メタデータのインポート」ウィンドウを閉じま
す。

リポジトリーからの列メタデータのロード
ステージが使用する列メタデータは、リポジトリーの中の表定義からメタデータを
ロードして指定します。
Dev_CustData_Codes_Lookup ジョブを開きます。
レッスンのこの部分では、習得したジョブ・デザインのスキルを強化し、インポー
トした表定義から列メタデータをロードします。
1. Sequential File ステージをジョブに追加し、ステージの名前を
SpecHandlingCode_In_SF に変更します。 このステージを、CountryCode_In_SF
ステージの真下に配置します。
2. Lookup File Set ステージを SpecHandlingCode_In_SF の右側に追加し、ステー
ジ名を SpecHandlingCode_LKP_FS に変更します。
3. ジョブに追加した 2 つのステージをリンクします。 リンクの名前を
lnk_SpecHandling_In に変更します。 ジョブ・デザインは、次の図に示したジ
ョブと同じようになります。
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図 3. 更新したジョブには、2 つの Lookup File Set ステージに書き込む 2 つの Sequential File ステージが含まれま
す。

4. SpecHandling_In_SF ステージを構成します。
a. このステージのソース・ファイルとして SpecialHandling.csv ファイルを指
定します。
b. 「フォーマット」タブをクリックします。
c. 「レコード・レベル」プロパティーを選択し、「追加可能なプロパティー」
リストから「レコード区切り文字ストリング」プロパティーを選択します。
d. 「レコード区切り文字ストリング」ドロップダウン・メニューから、「DOS
フォーマット」を指定します。 この設定は、エンジン層が
AIX、HP-UX、Linux、または Solaris コンピューター上にインストールされ
ている場合に、ファイルを読み取ることができるようにします。
e. 「列」タブをクリックします。
f. 「列」タブで、「ロード」をクリックします。
g. 「表定義」ウィンドウで、前に作成した SpecialHandling.csv 表定義を選択
して「OK」をクリックします。
h. 「列の選択」ウィンドウで、「選択された列」ペインにすべての列がリスト
されていることを確認し、「OK」をクリックします。
i. 「OK」をクリックして、SpecHandling_In_SF ステージ・エディターを閉じ
ます。
) が lnk_SpecHandling_In リンクに追加され、このリン
表定義アイコン (
クに表定義を追加したことが示されます。
5. SpecHandlingCode_LKP_FS ステージを開きます。
a. ターゲット・ファイルのルックアップ・ファイル・セットを指定します。 フ
ァイルに SpecHandlingCode.fs という名前を付けます。
b. 「ルックアップ・キー」プロパティーを選択し、「追加可能なプロパティ
ー」リストから「キー」プロパティーを選択します。
第 4 章 モジュール 2: 最初のジョブのデザイン
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c. 「SPECIAL_HANDLING_CODE」を指定します。
d. 「OK」をクリックして、SpecHandlingCode_LKP_FS ステージ・エディターを
閉じます。
6. Dev_CustData_Codes_Lookup ジョブを保存し、コンパイルして、実行します。
ジョブを展開し、別のルックアップ・ファイル・セット作成し、ジョブで使用する
表定義をインポートしました。 これから、ジョブ内の各ステージのソース・ファイ
ルの場所を指定するパラメーターを作成します。このパラメーターは、このチュー
トリアルの以降のレッスンで再使用します。

レッスン 2.4: パラメーターの追加
前のレッスンでは、ジョブ内の各ステージのソース・ファイルの場所を指定しまし
た。 2 つのコンマ区切り値ファイルが入力として使用され、2 つのルックアップ・
ファイルがターゲット・ファイルとして使用されることを指定しました。 このレッ
スンでは、これらのファイルのパス名をジョブ・パラメーターで置き換えます。 こ
れらのパラメーターを使用して、変数の値を実行時にジョブに渡します。
概要
ジョブの実行のたびにパラメーターの値を指定することで、確実に正しいリソース
(ソース・ファイル、ターゲット・ファイルなど) を使用することができます。 ジョ
ブの中でパラメーターを使用すると、再使用をプロモートし、質の高いジョブ・デ
ザインを作成できます。
ジョブの中の他のオブジェクトと同じように、各パラメーターはプロジェクト・リ
ポジトリーの中に保存します。
このレッスンのタスク
1. 『ジョブ・パラメーターの定義』
2.

31 ページの『ジョブへのジョブ・パラメーターの追加』

3.

32 ページの『パラメーターを伴うジョブの実行』

ジョブ・パラメーターの定義
ジョブが実行時に使用するパラメーターを定義します。 ジョブを実行するときに、
これらのパラメーターのそれぞれに値を指定します。
作成した Dev_CustData_Codes_Lookup ジョブが、Designer Clientの中で開いている
ことを確認します。
1. Designer Clientのメニュー・バーから、「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を
クリックします。
2. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウで、「パラメーター」タブをクリックしま
す。
a. グリッドの最初のセルをダブルクリックして、新しい行を追加します。
b. 次の情報を追加して、4 つのジョブ・パラメーターを作成します。
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パラメーター名

プロンプト

入力

ヘルプ・テキスト

CountryCode_In_Source

国別コード・ソー
ス・ファイルのパ
ス名

パス名

国別コード定義が含ま
れた .csv ファイルの
パス名を指定します

CountryCode_LKP_Target

国別コード・ルッ
クアップ・ファイ
ル・セットのパス
名

パス名

国別コード・ルックア
ップ・テーブルのファ
イル・セットのパス名
を指定します

SpecHandlingCode_In_Source

特別処理コード・
ソース・ファイル
のパス名

パス名

特別処理コード定義が
含まれた .csv ファイ
ルのパス名を指定しま
す

SpecHandlingCode_LKP_Target

特別処理コード・
ルックアップ・フ
ァイル・セットの
パス名

パス名

特別処理ルックアッ
プ・テーブルのファイ
ル・セットのパス名を
指定します

c. 「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。
3. ジョブを保存して、作成したパラメーターを保存します。

ジョブへのジョブ・パラメーターの追加
ジョブのパラメーターを定義したので、それらのパラメーターをジョブ・デザイン
に組み込みます。
1. CountryCode_In_SF ステージを開きます。
a. 「ソース」カテゴリーの「ファイル」プロパティーをクリックします。
b. 前に入力したパス名を削除します。
c. 「ファイル」フィールドで、参照アイコン
パラメーターの挿入」をクリックします。

をクリックし、「ジョブ・

d. 使用可能なパラメーターのリストから、CountryCode_In_Source を選択し、
Enter キーを押します。
パラメーターの名前は、番号記号 (#) で囲まれます。 この変更は、ジョブの
実行時に、ジョブがファイル名の入力を求めることを示します。
e. 「OK」をクリックして、CountryCode_In_SF ステージ・エディターを閉じま
す。
2. CountryCode_LKP_FS ステージを開きます。
a. 「ルックアップ・ファイル・セット」フィールドに入力したパス名を削除し
ます。
b. 「ルックアップ・ファイル・セット」フィールドに、
CountryCode_LKP_Target パラメーターを指定します。
c. 「OK」をクリックして、CountryCode_LKP_Target ステージ・エディターを
閉じます。
3. SpecHandlingCode_In_SF ステージを開きます。
a. 「ファイル」フィールドに入力したパス名を削除します。
第 4 章 モジュール 2: 最初のジョブのデザイン
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b. 「ファイル」フィールドに、SpecHandlingCode_In_Source パラメーターを指
定します。
c. 「OK」をクリックして、SpecHandlingCode_In_SF ステージ・エディターを
閉じます。
4. SpecHandlingCode_LKP_FS ステージを開きます。
a. 「ルックアップ・ファイル・セット」フィールドに入力したパス名を削除し
ます。
b. 「ルックアップ・ファイル・セット」フィールドに、
SpecHandlingCode_LKP_Target パラメーターを指定します。
c. 「OK」をクリックして、SpecHandlingCode_LKP_FS ステージ・エディターを
閉じます。
5. ジョブを保存し、コンパイルします。

パラメーターを伴うジョブの実行
パラメーターを伴う作成したジョブを実行します。ジョブを実行するときに、パラ
メーターの値の入力を求めるプロンプトが出されます。
1. Designer Clientから、Director Clientを開きます。
2. Director Clientの中で、ジョブを選択し、実行アイコン(
す。

) をクリックしま

) をクリックし
a. 「ジョブ実行オプション」ウィンドウで、参照アイコン (
て、ソース・ファイルとターゲット・ファイルを参照します。
b. 「実行」をクリックして、ジョブを実行します。
ファイル名を表すジョブ・パラメーターをジョブの中に定義し、これらのパラメー
ターの値をジョブを実行するときに指定しました。 さらにジョブ・デザインを簡単
にするために、次のレッスンでは、これらのパラメーターを結合してパラメータ
ー・セットにします。

レッスン 2.5: パラメーター・セットの作成
前のレッスンで、ジョブのパラメーターを作成しました。 ジョブ・デザインと実行
時のオペレーションをさらに簡単にするために、パラメーター・セットを作成し、
それをプロジェクト・リポジトリーに保管します。 その結果、そのパラメーター・
セットを他のジョブ・デザインで再利用できます。
概要
パラメーター・セットを作成するときに、実行時に入力されるパラメーターのデフ
ォルト値のセットを入力します。
他のジョブで再使用する可能性があるジョブ・パラメーターは、パラメーター・セ
ットを使用して定義します。 これらのパラメーターをジョブの中で使用するとき
に、パラメーターをパラメーター・セットからジョブ・プロパティーに挿入しま
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す。 パラメーター・セットは、既存のジョブ・パラメーターから作成できます。あ
るいは、新しいパラメーター・セットを作成するときに、ジョブ・パラメーターを
指定することもできます。
また、それぞれのパラメーター・セットに、異なる値のセットを定義することもで
きます。 パラメーター・セットは、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、ジョブ・デザインの中で、あるい
は、これらのパラメーター・セットを使用するジョブを実行するときに、使用でき
ます。 パラメーター・セット・オブジェクトを変更した場合、これらの変更はジョ
ブがコンパイルされるときに、このオブジェクトを使用するジョブ・デザインに反
映されます。
重要: ジョブのコンパイルで使用されたパラメーターは、ジョブが実行されるとき
に使用可能になります。 しかし、ジョブがコンパイルされたあとでデザインを変更
すると、ジョブは、パラメーター・セットの更新されたバージョンにリンクしま
す。

手順
作成した Dev_CustData_Codes_Lookup ジョブが、Designer Clientの中で開いている
ことを確認します。
1. パラメーター・セットを作成します。
a. Designer Clientのメニューから、「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」をク
リックします。
b. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウで、「パラメーター」タブをクリック
します。
c. 前のレッスンで作成したそれぞれのパラメーターを、Ctrl キーを押したまま
クリックします。
d. 「パラメーター・セットの作成」をクリックします。
e. 「パラメーター・セット」ウィンドウで、「パラメーター・セット名」フィ
ールドに、CustData_Codes_Lookup_parmset といったパラメーター・セット
の名前を入力します。
f. パラメーター・セットの簡略説明を入力します。例えば、「このパラメータ
ー・セットには、顧客データのルックアップ・ジョブのソース・ファイルお
よびターゲット・ファイルに関連するパラメーターが含まれる」などです。
パラメーター・セットに簡略説明を含めると、他の開発者がパラメーター・
セットの目的といつ使用するかを即座に理解できます。
g. 「値」タブをクリックします。
h. 「値ファイル名」フィールドに、CustData_Codes_Lookup_1 といったパラメ
ーター・セット値ファイルの名前を入力します。
i. ジョブ・パラメーターのそれぞれについて、パラメーターが表すファイルのデ
フォルト・パス名を指定します。 例えば、CountryCode_In_Source パラメー
ターの値は、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects
¥Tutorial¥Tutorial_files¥CustomerCountry.csv のようにします。
j. 「OK」をクリックします。
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k. 「パラメーター・セットに名前を付けて保存」ウィンドウで、Tutorial フォ
ルダーを右クリックし、Parameter sets という名前の新規フォルダーを作成
します。
l. 「保存」をクリックして、作成したフォルダーにパラメーター・セットを保存
します。
選択されたパラメーターを作成したパラメーター・セットと置き換えてよいか
確認を求めるメッセージが表示されます。 「いいえ」をクリックします。
パラメーター・セットをどのように変更できますか?: パラメーター・セット
の中のパラメーターを変更する場合、作成した Tutorial¥Parameter sets 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ます。 新規
パラメーターの追加、既存のパラメーターの変更、およびパラメーター・セッ
トに含まれるそれぞれのパラメーターの値の変更を行うことができます。
別の開発者がジョブをインポートし、異なるソース・ファイルを使用する場
合、その開発者は、パラメーター・セットを開き、各パラメーターの値を変更
し、更新されたソース・データを使用してジョブを実行します。
2. 「OK」をクリックして、「ジョブ・パラメーター」ウィンドウを閉じます。
3. ジョブを保存し、コンパイルします。

次に実行する事柄
このチュートリアルの以降のレッスンで作成する、別のジョブで利用できるパラメ
ーター・セットを作成しました。 現在のジョブでは、パラメーター・セットではな
く、引き続き個別のパラメーターを使用します。
簡単なジョブの作成方法を理解したので、さらに複雑なジョブを作成できます。 次
のモジュールでは、不整合を修正し、出力データのフォーマットを改善するため
に、GlobalCo 伝票データにデータ・タイプを追加する変換ジョブを作成します。
このレッスンでは、以下のタスクを実行しました。
v 最初のジョブを作成し、ジョブにステージとリンクを追加する
v ジョブの実行時に実行するアクションを決定するステージ・プロパティーを設定
する
v ジョブ全体で使用するメタデータをインポートする
v 既存のジョブ・パラメーターのセットからパラメーター・セットを作成する
v パラメーター・セットのパラメーターにデフォルト値のセットを指定する
v その後のジョブで使用するパラメーター・セットを作成する
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第 5 章 モジュール 3: データの変換
ソース・ファイルからのデータをターゲット・ファイルに書き込むジョブを作成し
ました。 ジョブ・デザインの基本を理解したので、データを変換するジョブのデザ
イン方法を学習します。
変換ジョブは、このチュートリアルのモジュール 1 のサンプル・ジョブの中でター
ゲットであった GlobalCoBillTo_ds データ・セットから読み取ります。変換ジョブ
は、このデータをクレンジングし、不要な列を廃棄することでそれを変換し、無関
係なデータを切り取ります。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、次のタスクを行う方法を理解できるよう
になります。
v Transformer ステージを使用してデータを変換する
v リジェクトされたデータをキャプチャーする
v Lookup ステージを使用してデータを結合する
v 単一ジョブで複数の変換を実行する

所要時間
このモジュールの所要時間は約 60 分です。

レッスン 3.1: 変換ジョブのデザイン
GlobalCoBillTo_ds データの一部を変換するジョブをデザインして実行し、結果を
Data Set ステージに書き込みます。
概要
サンプル・ジョブ GlobalCo_BillTo.csv のソース・データには多くの列が含まれま
す。 このチュートリアルの以降のレッスンで作成するディメンション表には、これ
らの列のサブセットのみが必要です。そのため、Transformer ステージを使用して、
いくつかの不要な列を削除します。 また、データの品質管理を担わせるために、残
りの列にさらに厳密なデータ・タイプを追加します。 不要な文字を除去するには、
Transformer ステージに関数を入力します。 これらの機能および関数を使用してデ
ータをクレンジングすることで、出力を確実に希望するフォーマットにすることが
できます。
処理ステージの詳細: デザインする変換ジョブは Transformer ステージを使用しま
すが、Designer Clientには、データを変換する他の処理ステージが含まれます。 例
えば、データ・セットのデータ・タイプのみを変更する場合は、ジョブの中で
Modify ステージを使用できます。 処理ステージのいくつかは、その処理の一環と
してデータ列をドロップできます。 しかし、カスタマイズできる変換関数が必要で
あるため、Transformer ステージを使用します。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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このレッスンのタスク
1. 『変換ジョブの作成』
2.

37 ページの『Data Set ステージの構成』

3.

38 ページの『Transformer ステージの構成』

4.

40 ページの『変換ジョブの実行』

変換ジョブの作成
変換ジョブを作成するには、Transformer ステージをソースとターゲットの間に追加
します。
1. パラレル・ジョブを作成し、それに Dev_CustData_TrimAndStrip という名前を
付けます。
2. そのジョブを、前のレッスンで作成した ¥Tutorial¥Jobs フォルダーに保存し
ます。
3. Data Set ステージをジョブに追加します。
a. Designer Clientの「パレット」で、「ファイル」をクリックします。
b. 「データ・セット」をクリックし、ジョブ・キャンバスの空白領域をクリッ
クします。
c. Data Set ステージの名前を GlobalCo_BillTo_In_DS に変更します。
4. Transformer ステージをジョブに追加します。
a. Designer Clientの「パレット」で、「処理」をクリックします。
b. 「トランスフォーマー」をクリックし、ジョブ・キャンバスの
GlobalCo_BillTo_In_DS ステージの右側の空白領域をクリックします。
c. ステージの名前を GlobalCo_BillTo_TFM に変更します。
5. 「GlobalCo_BillTo_In_DS」を右クリックし、カーソルを GlobalCo_BillTo_TFM
ステージまでドラッグしてマウス・ボタンを放します。そうすると、この 2 つ
のステージがリンクされます。 ステージをリンクするこの方式は、「パレッ
ト」から「リンク」を選択するよりも素早く簡単にできます。
6. リンクの名前を lnk_Full_BillTo_In に変更します。
7. 別の Data Set ステージを GlobalCo_BillTo_TFM ステージの右側に追加しま
す。
8. その Data Set ステージの名前を GlobalCo_BillTo_Out_DS に変更します。
9. GlobalCo_BillTo_TFM ステージを GlobalCo_BillTo_Out_DS ステージにリンク
します。
10. リンクの名前を lnk_Stripped_BillTo_Out に変更します。
ジョブは、次の図に示したジョブと同じようになります。
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図 4. ジョブには、Transformer ステージが含まれ、このステージは、データをデータ・セットに書き込む前にデータに
データ・タイプを追加します。

Data Set ステージの構成
両方の Data Set ステージを構成し、次に、表定義を使用して各ステージの列メタデ
ータをロードします。
1. 最初の Data Set ステージを構成します。
a. GlobalCo_BillTo_In_DS ステージを開き、「ファイル」プロパティーを、モ
ジュール 1 でサンプル・ジョブが書き込んだ GlobalCoBillTo.ds データ・
セットを指すように設定します。
b. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じます。
2. 表定義をジョブに追加します。
a. 「リポジトリー」ウィンドウで、¥Tutorial フォルダーを展開します。
b. GlobalCoBillToSource 表定義を選択し、それを lnk_Full_BillTo_In リンク
) がリンクに追加され、表定義が
までドラッグします。表定義アイコン (
そのリンクに関連付けられたことを示します。
この表定義は、samplejob ジョブをインポートしたときにインポートしまし
た。 表定義をジョブに関連付けるこの方法は、ステージ・エディターから表
定義をロードするよりも速く、しかも簡単です。
3. Data Set ステージの中のデータを表示します。
a. GlobalCo_BillTo_In_DS ステージを開きます。
b. ステージ・エディターで、「データ参照」をクリックし、「OK」をクリック
して「データ・ブラウザー」ウィンドウを開きます。
データ・セット内の顧客レコードが表示されます。ジョブに表定義を追加し
た後、データを表示して列メタデータが正しいことを確認します。
c. 「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。
d. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じます。
4. GlobalCo_BillTo_Out_DS ステージを開きます。
a. 「ファイル」プロパティーを、作成しているデータ・セットを指すように設
定します。 例えば、データ・セットに GlobalCo_BillTo_Out.ds という名前
を付けた場合、そのファイルへの絶対パス名を含めるように設定します。
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥Tutorial¥Tutorial_files¥
GlobalCo_BillTo_Out.ds
b. 「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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5. ジョブを保存します。

Transformer ステージの構成
ジョブの実行時に実行する変換処理を定義します。
1. GlobalCo_BillTo_TFM ステージを開きます。
2. 実行時に Transformer ステージをフローする列を指定します。
a. 左のペインで、lnk_Full_BillTo_In リンクの中の以下の列を選択します。
CUSTOMER_NUMBER
CUST_NAME
ADDR_1
ADDR_2
CITY
REGION_CODE
ZIP
TEL_NUM
REVIEW_MONTH
SETUP_DATE
STATUS_CODE
b. これらの列を、右のペインの lnk_Stripped_BillTo_Out リンクまでドラッグ
します。 列のサブセットを選択することで、実行時に Transformer ステージ
の中をフローする列を指定します。 残りの列はドロップされます。

図 5. 入力リンクから出力リンクへ列をマップします。 このマッピングは、Transformer ステージに入って出ていく列
メタデータを定義します。

3. 右のペインの下の方で、lnk_Stripped_BillTo_Out リンクの「SQL タイプ」、
「長さ」、および「説明」の列定義の値を入力します。
より厳密なデータ・タイプを指定することによって、ジョブを実行するときにソ
ース・データ内の不整合を一層厳密に診断できます。次の表に指定されていない
フィールドには、デフォルト値を使用します。
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列名

SQL タイプ

長さ

説明

CUSTOMER_NUMBER

Char

7

固有の顧客番号

CUST_NAME

VarChar

30

顧客の氏名

ADDR_1

VarChar

30

顧客の住所 (番地)

ADDR_2

VarChar

30

顧客の住所 (建物名)

CITY

VarChar

30

顧客の住所 (市町村)

REGION_CODE

Char

2

顧客の住所 (都道府県
を表すコード、該当す
る場合)

ZIP

VarChar

10

顧客の郵便番号

TEL_NUM

VarChar

10

顧客の電話番号

REVIEW_MONTH

VarChar

2

顧客レコードが内部で
検討される月

SETUP_DATE

VarChar

12

データ・セットの中に
顧客レコードが作成さ
れた日付

STATUS_CODE

Char

1

顧客レコードが、「ア
クティブ」、「保留
中」、または「非アク
ティブ」であることを
示すコード

4. 出力仕様を CUSTOMER_NUMBER 列に追加します。
式エディターが開きます。
a. lnk_Stripped_BillTo_Out リンクの CUSTOMER_NUMBER 列の「出力仕様」フィ
ールドをダブルクリックし、出力仕様を削除します。
b. 参照アイコン (

) をクリックし、「関数」をクリックします。

c. 「ストリング」カテゴリーを展開して、「TRIM」を選択します。 出力仕様
のフィールドには、基本的な TRIM 関数が設定されます。
) をクリックし、「入力列」をクリックして、
d. 参照アイコン (
CUSTOMER_NUMBER 列を選択します。
e. 列名の後のパラメーターを削除し、次の構文を入力します。
’ ’, ’A’

f. Enter キーを押して出力仕様を確定します。 CUSTOMER_NUMBER 列の出力仕様
は、次の出力仕様のようになります。
Trim(lnk_Full_BillTo_In.CUSTOMER_NUMBER,’ ’,’A’)

この出力仕様は、lnk_Full_BillTo_In リンクの CUSTOMER_NUMBER 列から、
無関係なスペースが削除されることを示します。 スペースは、データが
lnk_Stripped_BillTo_Out リンクの CUSTOMER_NUMBER 列に書き込まれる前に
削除されます。 出力仕様は手動で入力できますが、組み込み関数を使用する
ことによって、エラーを少なくすることができ、それぞれの機能の構造が提
供されます。
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5. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じます。
6. GlobalCo_BillTo_Out_DS ステージを開き、「列」タブをクリックします。
データ・セットは、Transformer ステージに入力された列を継承しました。
7. ジョブを保存し、コンパイルします。

変換ジョブの実行
前のレッスンでは、Director Clientからジョブを実行しました。このレッスンでは、
Designer Clientからジョブを実行します。この方式のジョブの実行では、Designer
Clientから離れずに済むため、ジョブを作成しているときに便利です。ジョブ・ロ
グ・ファイルを表示するには、「表示」 > 「ジョブ・ログ」をクリックします。
1. Designer Clientのメニューから、「ダイアグラム」 > 「パフォーマンス統計情報
の表示」をクリックします。 このビューには、ジョブの実行に伴って、転送さ
れた行数および 1 秒当たりの処理行数などの追加情報が表示されます。
2. 「ファイル」 > 「実行」をクリックし、「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。
ジョブの実行に伴ってリンクのパフォーマンス統計が更新され、リンクの色が変
化して状況が示されます。 ジョブが正常に実行されれば、リンクは緑色に変わ
ります。 処理された行数がリンク名の下に表示されます。
注: Transformer ステージでのエラーのためにジョブが失敗したというエラーを
受け取る場合は、使用しているコンピューターに C++ コンパイラーがインスト
ールされていない可能性があります。 コンパイラーのインストールの詳細は、
「IBM InfoSphere Information Server プランニング、インストール、および構成
ガイド」の『C++ コンパイラーのセットアップ』を参照してください。
3. ジョブが終了したら、Director Clientを開きます。 デザイナー・クライアントか
らジョブを実行した場合でも、ディレクター・クライアントでジョブ・ログを見
ることができます。
a. Dev_CustData_TrimAndStrip ジョブを選択します。
b. ジョブ・ログ・アイコン (
す。

) をクリックして、ジョブ・ログを表示しま

c. ジョブ・ログの中で、main_program: This step has 2 datasets: (...) と
いうイベントをダブルクリックします。
メッセージ・フィールドには次の情報が含まれ、これを使用して、ジョブを
構成するコンポーネントを理解することができます。
This section highlights the data sets that are used in your job.
main_program: This step has 2 datasets:
The first data set, ds0, is linked to the GlobalCo_BillTo.ds source file.
ds0: {C:/IBM/InformationServer/Server/Projects/Tutorial/Tutorial_files/GlobalCo_BillTo.ds
eAny=>eCollectAny
op0[2p] (parallel APT_CombinedOperatorController:GlobalCo_BillTo_In_DS)}
The second data set, ds1, is linked to the GlobalCo_BillTo_Out.ds target file.
ds1: {op0[2p] (parallel APT_CombinedOperatorController:GlobalCo_BillTo_Out_DS)
=>
C:/IBM/InformationServer/Server/Projects/Tutorial/Tutorial_files/GlobalCo_BillTo_Out.ds}
Your job uses one operator, which is the GlobalCo_BillTo_TFM Transformer stage.
It has 1 operator:
op0[2p] {(parallel APT_CombinedOperatorController:

40

パラレル・ジョブ・チュートリアル

(GlobalCo_BillTo_In_DS)
(APT_TransformOperatorImplV0S1_Dev_CustData_TrimAndStrip_GlobalCo_BillTo_TFM
in GlobalCo_BillTo_TFM)
(GlobalCo_BillTo_Out_DS)
) on nodes (
node1[op0,p0]
node2[op0,p1]
)}
Your job runs on two nodes: node1 and node 2. 
It runs 2 processes on 2 nodes.

d. 「閉じる」をクリックして、「イベント詳細」ウィンドウを閉じます。
最初の変換ジョブをデザインして、構成しました。列メタデータをフィルターにか
けて処理に適するデータに絞り込み、データをクレンジングするための関数を組み
込みました。
次のレッスンでは、以前に作成したデータ・セットを参照する Lookup ステージを
追加します。 このルックアップを含めることで、一致したレコードのみがターゲッ
ト・データ・セットに書き込まれることが保証されます。

レッスン 3.2: 変換ジョブでの Lookup ステージの使用
前のレッスンで、サンプルの変換ジョブをデザインしました。 このレッスンでは、
異なる 2 つの表からのデータを結合するさらに複雑なジョブを作成します。
概要
ジョブは、前のレッスンで作成した変換ジョブをベースにします。 そして、レッス
ン 2.2 で作成したルックアップ・テーブルからのデータを参照する Lookup ステー
ジを追加します。 ルックアップ・ファイル・セットを作成したときに、ルックアッ
プ・テーブルのキー列を定義しました。
Lookup ステージを、ルックアップ・ファイル・セットの中、またはリレーショナ
ル・データベースの中でデータを検索できるように構成できます。 Lookup ステー
ジにはストリーム入力と参照入力があります。 ステージはストリーム入力の 1 つ
以上のキー列を使用して、参照表内のデータを検索します。 その後、参照表からの
データがストリーム出力に追加されます。 ルックアップ・ファイル・セットを使用
する場合、ファイル・セットを定義するときにルックアップ・キー列を指定する必
要があります。
Lookup ステージを使用してルックアップを作成することは、データ結合の 1 つの
方式です。 Join ステージを使用してパラレル・ジョブ内のデータを結合することも
できます。 ジョブが大きな参照表を使用する場合、Join ステージを使用してデータ
を結合する方が、Lookup ステージを使用するよりも高速に実行できます。 ジョブ
で使用する参照表が小さい場合、Lookup ステージの使用を推奨します。 Lookup ス
テージは、検索するデータが物理メモリーに収まる場合に最も効率的です。
このレッスンのタスク
1.

42 ページの『ルックアップ・ジョブの作成』

2.

43 ページの『Lookup File Set ステージの構成』

3.

44 ページの『Lookup ステージの構成』
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ルックアップ・ジョブの作成
Dev_CustData_TrimAndStrip ジョブからのステージおよびリンクを含む新規ジョブ
を作成します。
1. パラレル・ジョブを作成し、それに Dev_CustData_CleansePrepare という名前
を付けます。
2. そのジョブを、前のレッスンで作成した ¥Tutorial¥Jobs フォルダーに保存しま
す。
3. Dev_CustData_TrimAndStrip ジョブを開き、ステージとリンクの周辺でカーソル
をドラッグします。
a. メニューから、「編集」 > 「コピー」をクリックします。
b. Dev_CustData_CleansePrepare ジョブの中で、「編集」 > 「貼り付け」をク
リックして、コピーしたステージとリンクを貼り付けます。
Dev_CustData_TrimAndStrip ジョブの作業が終了したので、そのジョブを閉
じます。
4. Dev_CustData_CleansePrepare ジョブの中で、GlobalCo_BillTo_Out_DS ステー
ジを削除します。 このステージを別のステージで置き換えます。
5. Lookup ステージを Dev_CustData_CleansePrepare ジョブに追加します。
a. パレットから、「処理」をクリックします。
b. 「Lookup」をクリックし、そのステージを、キャンバス上の
GlobalCo_BillTo_TFM ステージの右側にドロップします。
c. ステージの名前を GlobalCo_Country_LKP に変更します。
d. lnk_Stripped_BillTo_Out リンクを GlobalCo_Country_LKP ステージまでド
ラッグします。 リンクを接続するときに、関連付けられた列メタデータもリ
ンクと一緒に移動します。 この列メタデータは、GlobalCo_BillTo_TFM ステ
ージと GlobalCo_Country_LKP ステージの間をフローできます。
6. ジョブに、Lookup File Set ステージを追加します。
a. パレットから、「ファイル」をクリックします。
b. 「ルックアップ・ファイル・セット」をクリックし、ステージをキャンバス
上の GlobalCo_Country_LKP ステージの上にドロップします。
c. ステージの名前を GlobalCo_CountryCodes_FS に変更します。
d. GlobalCo_CountryCodes_FS ステージを GlobalCo_Country_LKP ステージにリ
ンクします。
e. リンクの名前を lnk_CountryCode_Ref に変更します。 リンクは点線で表示
され、リンクが参照リンクであることを示します。
7. Data Set ステージを GlobalCo_Country_LKP ステージの右側に追加します。
a. ステージの名前を GlobalCo_CountryLookup_DS に変更します。
b. GlobalCo_Country_LKP ステージを GlobalCo_CountryLookup_DS ステージに
リンクします。
c. リンクの名前を lnk_CountryCode_Out に変更します。
ジョブは次のジョブのようになっています。
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図 6. ジョブに Lookup ステージが含まれ、そのステージは、Transformer ステージからの出力の顧客データに対して国
別データを参照します。

Lookup File Set ステージの構成
このレッスンの中の前のセクションで、Dev_CustData_TrimAndStrip ジョブから
Dev_CustData_CleansePrepare ジョブにステージをコピーしました。これらのステ
ージは既に構成されているため、追加したステージだけを構成する必要がありま
す。 構成する最初のステージは、GlobalCo_CountryCodes_FS ステージです。この
ステージは、レッスン 2.2 で作成したルックアップ・ファイル・セットを使用しま
す。また、レッスン 2.5 で作成したパラメーター・セットを使用して、ジョブが使
用するパラメーターに値を設定します。
1. パラメーター・セットをジョブに追加します。
a. Dev_CustData_CleansePrepare ジョブの「ジョブ・プロパティー」ウィンド
ウを開き、「パラメーター」タブをクリックします。
b. 「パラメーター・セットの追加」をクリックします。
c. 「開く」ウィンドウで、Tutorial¥Parameter sets フォルダーを展開しま
す。
d. レッスン 2.5 で作成した CustData_Codes_Lookup_parmset パラメーター・セ
ットを選択して、「OK」をクリックします。
e. 「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。
2. GlobalCo_CountryCodes_FS ステージを構成します。
a. GlobalCo_CountryCodes_FS ステージを開きます。「ソース」カテゴリーの下
の「ルックアップ・ファイル・セット」プロパティーをクリックします。
b. 「ルックアップ・ファイル・セット」フィールドで、参照アイコン (
をクリックし、「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックします。

)

c. CountryCode_LKP_Target パラメーターを選択し、Enter キーを押します。 こ
のパラメーターは、ステージを SpecialHandlingCode.fs ファイル・セット
に関連付けます。
d. 「列」タブをクリックします。
e. 前のレッスンで作成した lnk_CountryCode_In 表定義をロードします。
f. GlobalCo_CountryCodes_FS ステージを閉じます。
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Lookup ステージの構成
Lookup ステージで、結合するデータを指定します。 レッスン 2.2 で
lnk_CountryCode_In 表定義を作成したときに、CUSTOMER_NUMBER 列がルックアップ
のキーであると指定しました。 このキーを使用して、ソース・データと、ルックア
ップ・ファイル・セットの中のデータとを比較します。
1. ルックアップ・メタデータを入力列から出力列にマップします。
a. GlobalCo_Country_LKP ステージを開きます。左のペインで、
lnk_Stripped_BillTo_Out リンクのタイトル・バーをクリックし、カーソル
を lnk_CountryCode_Out リンクにドラッグします。
列メタデータが入力リンクから出力リンクへマップされます。
b. 左のペインで、lnk_CountryCode_Ref リンクの COUNTRY 列をクリックし、カ
ーソルを lnk_CountryCode_Out リンクにドラッグします。
入力の CUSTOMER_NUMBER 列の値がルックアップ・テーブルの
CUSTOMER_NUMBER 列の値と一致すると、対応する COUNTRY 列がデータのその
行に追加されます。 ステージ・エディターで、列は、
lnk_Stripped_BillTo_Out リンクから lnk_CountryCode_Out リンクへマップ
されます。 Lookup ステージで、CUSTOMER_NUMBER 列は顧客データを参照す
るためのキーとして使用されます。

図 7. 列が入力リンクから出力リンクへマップされます。

c. 「Lookup ステージ出力条件」ウィンドウで、lnk_CountryCode_Ref リンクの
「出力条件」をダブルクリックします。
d. 「ルックアップ失敗時」列で、「続行」を選択します。
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このオプションは、lnk_Stripped_BillTo_Out リンクの CUSTOMER_NUMBER 列
の値が lnk_CountryCode_Ref リンクの CUSTOMER_NUMBER 列のどの値とも一
致しない場合に、ジョブが CUSTOMER_NUMBER 列の処理を続行することを指示
します。
e. 「OK」をクリックして、「Lookup ステージ出力条件」ウィンドウを閉じま
す。
f. GlobalCo_Country_LKP ステージを閉じます。
2. GlobalCo_CountryLookup_DS ステージを開き、データ・セットのターゲットのフ
ァイル名を指定します。 例えば、GlobalCo_CustData_Cleansed.ds という名前
を付けることもできます。
3. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。 ジョブを実行するときに、「ジ
ョブ実行オプション」ウィンドウに、パラメーター・セットの中のすべてのパラ
メーターが表示されます。
a. 「ジョブ実行オプション」ウィンドウで、パラメーター・セット名の隣のリ
ストから、CustData_Codes_Lookup_1 を選択します。
パラメーター値に、パラメーター・セットを作成したときに指定したパス名
が設定されます。
b. 「実行」をクリックしてジョブを実行します。
4. ジョブが正常に実行された後、GlobalCo_CountryLookup_DS ステージを開き、
「データ参照」をクリックします。
「データ・ブラウザー」ウィンドウに、顧客データが表示されます。
このレッスンでは、GlobalCo 顧客データから無関係な文字を削除し、ルックアップ
を組み込んで、一致するレコードのみがターゲット・データ・セットに書き込まれ
るようにしました。 顧客データをクレンジングすることにより、WorldCo 顧客デー
タとマージされる情報を準備しました。

レッスン 3.3: リジェクトされたデータの収集
このレッスンでは、ジョブの実行時にリジェクトされたデータをキャプチャーする
リジェクト・リンクをジョブに追加します。
概要
レッスン 3.2 で、ルックアップ・オペレーションが失敗したときに顧客データの処
理を続行するオプションを Lookup ステージの中に指定しました。
CUSTOMER_NUMBER 列に値が入っている行で、その値がルックアップ・テーブルにあ
る値と一致しない行はバイパスされ、その行の COUNTRY 列は NULL に設定されま
す。 GlobalCo Worldwide の顧客データを扱うチームがレコードを分析して更新で
きるように、GlobalCo Worldwide ではこれらのリジェクトされた顧客レコードをキ
ャプチャーしたいと考えています。
この要求に応じるために、ルックアップ・テーブルのエントリーと一致しない顧客
番号はリジェクト・ファイルに書き込むことを指示します。
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手順
1. Dev_CustData_CleansePrepare ジョブを開きます。
2. Sequential File ステージをジョブの GlobalCo_Country_LKP ステージの下に追加
します。
a. Sequential File の名前を GlobalCo_CountryCode_Rej に変更します。
b. GlobalCo_Country_LKP ステージを GlobalCo_BillTo_Rejects ステージにリ
ンクします。
GlobalCo_Country_LKP ステージには既に出力リンクがあるため、リジェク
ト・リンクは破線で描かれます。
c. リンクの名前を lnk_CountryCode_Rej に変更します。
ジョブは次のジョブのようになっています。

図 8. ジョブには、ルックアップ・テーブル内のどのエントリーとも一致しない顧客レコードを収集するリジェクト・
リンクが含まれます。

3. GlobalCo_Country_LKP ステージを開きます。
a. lnk_CountryCode_Ref リンクで、「出力条件」をダブルクリックします。
b. 「Lookup ステージ出力条件」ウィンドウで、「ルックアップ失敗時」列に
「リジェクト」を選択します。
このオプションは、lnk_Stripped_BillTo_Out リンクの CUSTOMER_NUMBER 列
の値が lnk_CountryCode_Ref リンクの CUSTOMER_NUMBER 列のどの値とも一
致しない場合に、行が GlobalCo_CountryCode_Rej ステージに送られること
を指示します。
c. 「Lookup ステージ出力条件」ウィンドウを閉じ、GlobalCo_Country_LKP ス
テージ・エディターを閉じます。
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4. GlobalCo_CountryCode_Rej ステージを開き、リジェクトされたレコードが書き
込まれるテキスト・ファイルのファイル名を指定します。 例えば、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥Tutorial
¥Tutorial_files¥GlobalCo_CountryCode_Rej.txt です。
5. Dev_CustData_CleansePrepare ジョブを保存し、コンパイルして、実行します。
6. ジョブが正常に実行された後、GlobalCo_CountryCode_Rej ステージを右クリッ
クし、「lnk_CountryCode_Rej データの参照」をクリックします。
「データ・ブラウザー」ウィンドウが開き、ルックアップ条件に合わなかった顧
客レコードが表示されます。
7. GlobalCo_CountryLookup_DS ステージを右クリックし、「lnk_CountryCode_Out
データの参照」をクリックします。
「データ・ブラウザー」ウィンドウが開き、データ・セットに書き込まれた顧客
レコードが表示されます。
ルックアップ条件に合わないためリジェクトされた顧客レコードをキャプチャーし
ました。 GlobalCo Worldwide の顧客データを扱うチームが結合されたデータを分
析できるように、これらのリジェクトされたレコードは、WorldCo からのレコード
に結合できます。 チームは、データの中の間違いを調べて、ルックアップ・テーブ
ルの中にある国別コードと一致する顧客番号がない理由を判別できます。 これらの
不整合を修正することで、GlobalCo Worldwide 伝票レコードが確実に、正確で完全
なものになります。
SETUP_DATE 列の中の一部の日付では、無関係なデータが多重定義されており、削除
する必要があります。 さらに、STATUS_CODE 列には、各コードの意味に関連した説
明が含まれていません。これらの問題は、顧客伝票データが GlobalCo Worldwide
データベースに書き込まれる前に解決される必要があります。
次のレッスンでは、顧客伝票データをさらにクレンジングします。 もう 1 つの
Transformer ステージと Lookup ステージを使用して SETUP_DATE 列から無関係なデ
ータを除去し、STATUS_CODE 列に関連する説明を追加します。

レッスン 3.4: 単一ジョブでの複数の変換の実行
このレッスンでは、データをさらに変換してビジネス・ルールを適用し、別の参照
表を使用するルックアップを実行します。
概要
レッスン 3.3 を終了したときに、出力データを表示して結果を検討しました。
GlobalCo_BillTo.ds データ・セットの列の 1 つに無関係なデータが含まれ、その
無関係なデータが出力データ・セットの中に入っていることに気付きました。
SETUP_DATE 列の値の一部には、アカウントが設定された日付に加えて、特別処理コ
ードが含まれます。 これらの値は、データが WorldCo 顧客データと結合される前
に、適切な列に分離する必要があります。
値を分離するには、SETUP_DATE 列から特別処理コードを抜き出して別個の列に入れ
る変換ロジックを追加します。 そのあと、コードに対応する説明テキストをレッス
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ン 2.3 で設定されたルックアップ・テーブルからルックアップする、ルックアッ
プ・オペレーションを追加します。 この説明を出力データに書き込み、行カウント
も追加します。
このレッスンのタスク
1. 『変換処理とルックアップ・オペレーションの追加』
2.

49 ページの『ジョブへの変換ロジックの追加』

3.

52 ページの『ルックアップ・オペレーションの構成』

変換処理とルックアップ・オペレーションの追加
ジョブの中で複数の変換を実行するために、別の Transformer ステージと Lookup
ステージを追加します。
1. Dev_CustData_CleansePrepare ジョブを開きます。
2. GlobalCo_CountryLookup_DS ステージを削除します。出力用の新規データ・セッ
トを作成します。
3. Transformer ステージを GlobalCo_Country_LKP ステージの右側に追加します。
a. ステージの名前を SpecHandling_Extract_TFM に変更します。
b. lnk_CountryCode_Out リンクを SpecHandling_Extract_TFM ステージまでド
ラッグします。
ロジックはロジックを定義したリンクに残るため、定義した列は、最初のル
ックアップから新しい Transformer ステージにフローします。
4. Lookup ステージを SpecHandling_Extract_TFM ステージの右側に追加します。
a. ステージの名前を SpecHandling_Code_LKP に変更します。 このステージ
は、特別処理コードをルックアップして対応する説明テキストを検出しま
す。
b. SpecHandling_Extract_TFM ステージを SpecHandling_Code_LKP ステージに
リンクします。
c. リンクの名前を lnk_SpecHandlingCode_Out に変更します。
5. SpecHandling_Code_LKP ステージの上に、Lookup File Set ステージを追加しま
す。
a. ステージの名前を SpecHandling_Desc_FS に変更します。
b. SpecHandling_Desc_FS ステージを SpecHandling_Code_LKP ステージにリン
クします。
c. リンクの名前を lnk_SpecHandlingDesc_Ref に変更します。
6. SpecHandling_Code_LKP ステージの下に、Data Set ステージを追加します。
a. ステージの名前を GlobalCo_CustData_DS に変更します。
b. GlobalCo_CustData_DS ステージを SpecHandling_Code_LKP ステージにリン
クします。
c. リンクの名前を lnk_CustData_Out に変更します。
ジョブは次のジョブのようになっています。
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図 9. GlobalCo 顧客データをさらにクレンジングするために、ジョブには、2 つ目の Transformer ステージが含まれま
す。

ジョブへの変換ロジックの追加
特別処理コードを抽出する変換ロジックを追加し、行カウントを出力データに追加
します。
1. SpecHandling_Extract_TFM ステージを開きます。
2. 「Transformer ステージ」ウィンドウの左のペインで、lnk_CountryCode_Out リ
ンクの以下の列を選択し、それらを右ペインの lnk_SpecHandlingCode_Out リン
クまでドラッグします。
CUSTOMER_NUMBER
CUST_NAME
ADDR_1
ADDR_2
CITY
REGION_CODE
ZIP
TEL_NUM
3. 右のペインの下の方に、lnk_SpecHandlingCode_Out リンクの以下の列を追加し
ます。 次の表に指定されていないフィールドには、デフォルト値を使用しま
す。
重要: 追加した列には有効な出力仕様がないため、これらの列は、
lnk_SpecHandlingCode_Out リンクの中で赤で強調表示されます。 Transformer
ステージによって各列がどのように処理されるかを指定する出力仕様を追加しま
す。
列名

SQL タイプ

長さ

NULL 可能

説明

SOURCE

Char

10

いいえ

顧客データの
ソースの企業
を指定する
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列名

SQL タイプ

長さ

NULL 可能

説明

RECNUM

Char

10

いいえ

各レコードの
行数を識別す
る

SETUP_DATE

Char

10

はい

SETUP_DATE 列
に日付が含ま
れるかどうか
を検査する

SPECIAL_HANDLING_CODE

Integer

10

はい

SETUP_DATE 列
に特別処理コ
ードが含まれ
るかどうかを
指定する

4. lnk_SpecHandlingCode_Out リンク・コンテナーで、SOURCE 列の「出力仕様」フ
ィールドをダブルクリックします。
a. 式エディターで、「'GlobalCo':」を入力します。
b. 入力したテキストの右側にカーソルを移動して右クリックし、「入力列」を
クリックします。
c. COUNTRY 列を選択し、Enter キーを押して出力仕様を確定します。
この出力仕様は、2 文字の国別コードに、接頭部「GlobalCo」を追加しま
す。 例えば、国別コードが US の顧客レコードは、ジョブを実行するときに
GlobalCoUS になります。 次のコードは、SOURCE 列の出力仕様を示します。
’GlobalCo’: lnk_CountryCode_Out.COUNTRY

5. REC_NUM 列の「出力仕様」フィールドをダブルクリックします。
a. 式エディターで、「'GC':」を入力します。
b. 入力したテキストの右側にカーソルを移動して右クリックし、「システム変
数」をクリックします。
c. @OUTROWNUM を選択し、Enter キーを押して出力仕様を確定します。
この出力仕様は、フォーマットによって一層読みやすくなるように、出力に
行番号を追加します。 また、他の開発者は、行番号によって顧客レコードを
参照できるため、出力をランダムに検索する必要がなくなります。 次のコー
ドは、REC_NUM 列の出力仕様を示します。
’GC’: @OUTROWNUM

6. Transformer ステージ・エディターのツールバーで、ステージ・プロパティー・
アイコン (

) をクリックします。

a. 「Transformer ステージ・プロパティー」ウィンドウで、「ステージ変数」タ
ブをクリックします。
b. ステージ変数を追加します。 次の表に指定されていないフィールドには、デ
フォルト値を使用します。

50

名前

SQL タイプ

精度
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Char

1
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名前

SQL タイプ

精度

TrimSetupDate

VarChar

10

c. 「OK」をクリックして、「Transformer ステージ・プロパティー」ウィンド
ウを閉じます。
作成したステージ変数が「ステージ変数」コンテナーにリストされます。
7. 「ステージ変数」コンテナーで、SpecHandlingExtract 変数の「出力仕様」フィ
ールドをダブルクリックします。
a. 次の式を入力して、Enter キーを押します。 ステップ 4 で行ったように、式
エディターの中で右クリックして、列を追加できます。
IF LEN(lnk_CountryCode_Out.SETUP_DATE) < 2 THEN lnk_CountryCode_Out.SETUP_DATE
ELSE FIELD(lnk_CountryCode_Out.SETUP_DATE, ’ ’,2)

この式は、SETUP_DATE 列の文字数が 2 より小さい場合、SETUP_DATE 列から
の値を SPEC_HANDLING_CODE 列に使用することを指示します。 そうでない場
合は、SETUP_DATE 列の値が返され、2 桁の文字がその列から抽出され、
SPEC_HANDLING_CODE 列に移動されます。
b. SpecHandlingExtract 変数の出力仕様を、lnk_SpecHandlingCode_Out リン
ク・コンテナーの中の SPEC_HANDLING_CODE 列の「出力仕様」フィールドま
でドラッグします。
ステージ変数と列の間に線が引かれ、名前 SpecHandlingExtract が「出力仕
様」フィールドにリストされます。 処理されるそれぞれの行で、
SpecHandlingExtract 変数の値が SPEC_HANDLING_CODE 列に書き込まれま
す。
8. 「ステージ変数」コンテナーで、TrimSetupDate 変数の「出力仕様」フィールド
をダブルクリックします。
a. 次の式を入力して、Enter キーを押します。 ステップ 4 とステップ 7 で行
ったように、式エディターの中で右クリックして、列を追加できます。
IF LEN(lnk_CountryCode_Out.SETUP_DATE) < 3 THEN ’01/01/0001’
ELSE FIELD(lnk_CountryCode_Out.SETUP_DATE, ’ ’,1)

この式は、SETUP_DATE 列に日付が含まれていない場合、TrimSetupDate 変数
の値を ’01/01/0001’ に設定することを指示します。 そうでない場合は、
SETUP_DATE 列の値が TrimSetupDate 変数で使用されます。
b. TrimSetupDate 変数の出力仕様を lnk_SpecHandlingCode_Out リンク・コン
テナーの中の SETUP_DATE 列の「出力仕様」フィールドまでドラッグしま
す。
ステージ変数と列の間に線が引かれ、名前 TrimSetupDate が「出力仕様」フ
ィールドにリストされます。処理されるそれぞれの行で、TrimSetupDate 変
数の値が SETUP_DATE 列に書き込まれます。
9. 「OK」をクリックして、「Transformer ステージ」ウィンドウを閉じ、その後、
ジョブを保存します。
ステージ・エディターは次のステージ・エディターのようになっています。
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図 10. 入力リンクから出力リンクへ列をマップします。追加したステージ変数によって、GlobalCo 顧客データの中の
不整合およびエラーを修正する追加の変換ロジックが指定されます。

ルックアップ・オペレーションの構成
この課題では、特別処理コードのルックアップが必要なステージを構成し、値を出
力データ・セットに書き込みます。
1. SpecHandling_Desc_FS ステージを開きます。
a. SpecHandlingCode_In_Source パラメーターを参照するように、「ルックアッ
プ・ファイル・セット」プロパティーを設定します。
b. 「列」タブをクリックし、SpecialHandling.csv 表パラメーターをロードし
ます。
c. 「OK」をクリックして、ステージ・エディターを閉じます。
2. SpecHandling_Code_LKP ステージを開きます。
a. lnk_SpecHandlingCode_Out リンク・コンテナーからすべての列を選択し、
lnk_CustData_Out リンク・コンテナーまでドラッグします。
b. lnk_SpecHandlingDesc_Ref リンク・コンテナーから DESCRIPTION 列を選択
し、lnk_CustData_Out リンク・コンテナーまでドラッグします。
c. 右のペインの下の方にある DESCRIPTION 列の説明を入力します。例えば、
「特別処理コードの説明」などです。
d. lnk_SpecHandlingDesc_Ref リンク・コンテナーで、「出力条件」バーをダブ
ルクリックします。
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e. 「ルックアップ失敗時」フィールドで「続行」を選択して、「OK」をクリッ
クします。
レッスン 3.3 の終りで出力データを検査したときに、サンプル・データの中
に特別処理コードが含まれる行はほとんどないことが分かりました。 したが
って、コードを含まない行がリジェクトされた場合、ジョブがデータの処理
を続行するようにしたいと考えています。
ステージ・エディターは次のステージ・エディターのようになっています。

図 11. 入力リンクから出力リンクへ列をマップします。 Lookup ステージで、SPECIAL_HANDLING_CODE 列は顧客データ
を参照するためのキーとして使用されます。

f. 「OK」をクリックして、SpecHandling_Code_LKP ステージ・エディターを閉
じます。
3. GlobalCo_CustData_DS ステージを開きます。
a. 「ファイル」フィールドで、参照アイコンをクリックし、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」 > 「新規」をクリックします。
b. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウで、ジョブ・パラメーターに以下の値
を入力します。

パラメーター名

プロンプト

入力

CustData_Output_dataset

顧客データ出 パス名
力のターゲッ
ト・ファイル

デフォルト値

ヘルプ・テキ
スト

tutorial_folder¥ クレンジング
GlobalCo_Target された
GlobalCo 顧
_Output.ds
客データを含
むターゲッ
ト・ファイル

tutorial_folder は、チュートリアルのファイルを保存するフォルダーで、例え
ば C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥Tutorial¥Tutorial_files
などです。
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c. 「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。
d. 「ファイル」プロパティーで、CustData_Output_dataset パラメーターを指
定し、Enter キーを押します。
e. 「OK」をクリックして、GlobalCo_CustData_DS ステージ・エディターを閉
じます。
4. SpecHandling_Extract_TFM ジョブを保存し、コンパイルして、実行します
5. ジョブが正常に実行された後、GlobalCo_CustData_DS ステージを右クリック
し、「lnk_CustData_Out データの参照」をクリックします。
6. 「ジョブ・パラメーターの解決」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
「データ・ブラウザー」ウィンドウが開き、クレンジングされた顧客データが表
示されます。
SOURCE 列で、GlobalCo の後に、2 桁の国別コードが付きます。 クレンジングされ
たデータがマージされるときに、開発者が GlobalCo 顧客データと WorldCo 顧客デ
ータを区別できるように、この情報を含めることは重要です。
SPECIAL_HANDLING_CODE 列には、それぞれの顧客レコードの特別処理コードが含ま
れます。 それぞれのコードの対応する説明は、DESCRIPTION 列にリストされます。
GlobalCo Worldwide の配送部門は、この情報を使用してそれぞれの顧客が配送品を
受け取った日時を判別できます。

次に実行する事柄
このレッスンでは、より厳密なデータ・タイプを適用して、GlobalCo 伝票データに
対する変換およびクレンジングをさらに行いました。 ここまでで、出力データをデ
ータ・セットに書き込みました。 次のモジュールでは、GlobalCo Worldwide 組織
の他の開発者が簡単にデータにアクセスできるように、出力データをリレーショナ
ル・データベースに書き込みます。
以下のタスクを完了しました。
v Transformer ステージの中でステージ変数を定義する
v Transformer ステージの中で列メタデータをフィルタリングする
v システム変数を使用して出力列値を生成する
v Lookup ステージを構成して出力データの品質を高める
v ジョブ・ログを表示して、ジョブを構成するコンポーネントをさらに理解する
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第 6 章 モジュール 4: リレーショナル・データベースへのデータ
のロード
このモジュールでは、GlobalCo_billing データをリレーショナル・データベースに
書き込みます。 このデータベースは、変換してクレンジングした GlobalCo 伝票デ
ータの最終ターゲットです。
終了した前のモジュールでは、データ・セットやルックアップ・ファイル・セット
などで、CSV ファイルおよび内部フォーマットのステージング・ファイルを使用し
ました。このモジュールでは、ターゲットとして、リレーショナル・データベース
を使用します。
これらのレッスンでは、チュートリアル・リポジトリーをホストするデータベース
を使用します。チュートリアルには、これらのレッスンに必要な表を作成するため
にデータベース管理者が実行するスクリプトが用意されています。
チュートリアル・リポジトリーをホストするためにさまざまなタイプのリレーショ
ナル・データベースを使用できるため、このモジュールのレッスンでは、ODBC 接
続を使用します。 このタイプの接続では、使用するデータベース・タイプにかかわ
らず、以降の指示に従うことができます。

学習目標
このモジュールのレッスンを完了すると、次のタスクを行う方法を理解できるよう
になります。
v データベースへの接続に使用するデータ接続オブジェクトを定義する
v データベースから列メタデータをインポートする
v リレーショナル・データベース・ターゲットにデータを書き込む

所要時間
このモジュールの所要時間は約 60 分です。

前提条件
データベース管理者が、 6 ページの『パラレル・ジョブのチュートリアル表の DSN
の作成』に示されたタスクを完了していることを確認します。 データベース管理者
が ODBC 接続を確立するために作成した DSN を使用します。

レッスン 4.1: データ接続オブジェクトの作成
このレッスンでは、クレンジングされた顧客伝票データを書き込むデータベースへ
の接続に必要な情報を保管するデータ接続オブジェクトを作成します。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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概要
このデータ接続オブジェクトを ODBC コネクター・ステージで使用して、GlobalCo
Worldwide データ・ソースへの接続を定義します。 また、データ・ソースとの接
続、およびメタデータのインポートに必要な詳細を提供するために、データ接続オ
ブジェクトを使用できます。
データ接続オブジェクトの詳細: ジョブをデザインしている間にデータ接続の詳細
を変更した場合、これらの変更はジョブ・デザインに反映されます。 しかし、ジョ
ブをコンパイルしたあと、データ接続詳細は、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。 そのあとのジョブ・デザインに対する変更は、データ接続
オブジェクトにリンクされ、そのオブジェクトに対する変更はすべて記録されま
す。
データ接続オブジェクトは、Designer Client・リポジトリーの中に直接作成できま
す。また、データ接続オブジェクトを作成するために、接続の詳細を保存できま
す。 このオプションは、コネクター・ステージを使用してメタデータをインポート
するときに使用します。 このレッスンでは、データ接続オブジェクトをDesigner
Client・リポジトリーに直接作成します。

データ接続オブジェクトの作成
1. Designer Clientの「リポジトリー」で、Tutorial フォルダーを右クリックし、シ
ョートカット・メニューから「新規」 > 「その他」 > 「データ接続」をクリッ
クします。
a. 「データ接続」ウィンドウで、データ接続オブジェクトの名前を入力しま
す。 例えば、GlobalCo_billing_connect です。
b. 「GlobalCo 伝票データの接続オブジェクト」といった簡略説明を入力しま
す。
c. 「接続しているデータベースの名前、および接続が表すメタデータの名前」
といった、この接続の詳細を記述する詳細説明を入力します。
2. 「パラメーター」タブをクリックします。
a. 「接続に使用するステージ・タイプ」フィールドで、参照アイコン (
クリックします。

) を

b. 「開く」ウィンドウで、「ステージ・タイプ」 > 「パラレル」 > 「データ
ベース」フォルダーを展開します。
c. 「ODBC コネクター」をクリックして、「開く」をクリックします。
d. それぞれのパラメーターに、次の表に示す値を入力します。
パラメーター名

値

接続ストリング

データベースへの接続に使用する DSN の名
前

ユーザー名

データベースへの接続に使用する DSN のユ
ーザー名

パスワード

DSN に対応するユーザー名のパスワード

e. 「OK」をクリックして、データ接続の詳細を確定します。
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3. 「データ接続に名前を付けて保存」ウィンドウで、Tutorial フォルダーを選択
し、「保存」をクリックします。
データ接続オブジェクトを作成し、そのオブジェクトをリポジトリーに保管しまし
た。 次のレッスンでは、データベース表から列メタデータをインポートします。
列メタデータを、レッスン 3.4 からの GlobalCo 伝票データに割り当てます。

レッスン 4.2: データベース表からの列メタデータのインポート
このレッスンでは、データベース表から列メタデータをインポートし、それを表定
義オブジェクトとしてリポジトリーに保管します。

概要
レッスン 2.3 では、CSV ファイルから列メタデータをインポートしました。 この
レッスンでは、ODBC コネクターを使用して、データベース表から列メタデータを
インポートします。 この次のレッスンでインポートされた表定義を使用して、クレ
ンジングされた GlobalCo 顧客伝票データを GlobalCo Worldwide データベースに書
き込みます。
コネクターを使用してデータをインポートするときに、列定義は、表定義として
Designer Clientのリポジトリーの中に保存されます。そのあと、表定義は、他のプロ
ジェクト、または情報統合スイートの他のコンポーネントが使用できるようになり
ます。

手順
1. Designer Clientのメニューから、「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」をクリックします。
2. 「コネクター・メタデータ・インポート」ウィンドウで、インポート元のデータ
ベース・コネクター・タイプを選択して、「次へ」をクリックします。
a. 「接続」ペインで、「ロード」をクリックします。
b. 「開く」ウィンドウで、Tutorial フォルダーを展開し、レッスン 4.1 で作成
した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・ソース」、「ユーザー名」、および「パスワード」の各フィール
ドには、データ接続オブジェクトに保管された対応するデータが設定されま
す。
c. 「接続のテスト」をクリックして、データベースに接続できることを確認し
ます。 接続が失敗した場合、ユーザー名とパスワードを入力して、再度接続
をテストします。
d. 「次へ」をクリックして先に進みます。
3. 「データ・ソースの場所」ページで、データベースが存在するホストの名前とデ
ータベース名が正しく指定されていることを確認して、「次へ」をクリックしま
す。
4. 「フィルター」ページで、データベースのスキーマをリストから選択して、「次
へ」をクリックします。使用するデータベース・スキーマが分からない場合は、
データベース管理者に問い合わせます。
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5. 「選択」ページで、チュートリアルの表をリストから選択して、「次へ」をクリ
ックします。例えば、管理者が作成した表は、TUTORIAL という名前などが付け
られています。
a. 「データ参照」をクリックします。
b. 「データの参照」ウィンドウで、GlobalCo 伝票データをインポートしようと
していることを確認します。
c. 「閉じる」をクリックして、「データの参照」ウィンドウを閉じます。
d. 「選択」ページで、「次へ」をクリックします。
6. 「確認」ペインで、「インポート」をクリックします。
7. 「フォルダーの選択」ウィンドウで、Tutorial フォルダーを展開し、Table
definitions フォルダーを選択して、「OK」をクリックします。
表定義がインポートされ、「リポジトリー」の中の Tutorial¥Table definitions
フォルダーにリストされます。 表定義のアイコンは、前に使用した表定義のアイコ
ンとは異なります。このアイコンは、表定義がコネクターを使用してインポートさ
れ、他のプロジェクトおよびスイート・コンポーネントで使用可能であることを示
します。
コネクターを使用して、データベースから表定義をインポートしました。表定義
は、レッスン 4.1 で作成したデータ接続オブジェクトに基づきます。
次のレッスンでは、データベースにインポートした表定義を書き込むジョブを作成
します。このデータベースは、GlobalCo 伝票データと WorldCo 伝票データが、マ
ージされる前に保管される場所です。

レッスン 4.3: データベースへのデータの書き込み
このレッスンでは、ODBC コネクターを使用して、モジュール 3 で作成した
GlobalCo 伝票データを、データベース内の既存の表に書き込みます。

概要
チュートリアルの構成の一部として、InfoSphere DataStage and QualityStage 管理者
はデータベース内にターゲット表を作成するスクリプトを実行しました。 このレッ
スンでは、この表から列定義をインポートします。このデータは、完成したデータ
ウェアハウスの中に GlobalCo_billing ディメンション表を形成します。 別の開発
者がこのディメンション表を WorldCo_billing ディメンション表とマージして、
GlobalCo Worldwide の伝票情報を作成します。
コネクターの詳細: コネクターは、データ・ソースおよびデータ・ターゲットに接
続するために使用するステージです。 読み取りまたは書き込みを行うデータベース
のタイプに応じて、いくつかのタイプのコネクターが存在します。 Designer Client
の「パレット」で、「データベース」カテゴリーを展開し、使用できるコネクター
を表示します。一部のコネクターは異なるバージョンを持っています。 例えば、
IBM DB2 データベースには、標準データベース・コネクターとエンタープライズ・
コネクターが含まれます。
ジョブの中でコネクター・ステージを使用すると、他のステージにはない次の利点
を活用できます。
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v ジョブ・プロパティーでジョブ・パラメーターを定義せずに、コネクター・ステ
ージからジョブ・パラメーターを作成する
v ステージに指定した接続情報を、データ接続オブジェクトとして保存する
v 実行時エラーを回避するために、ソースとターゲットの間のデータ・タイプを調
整する
v ジョブの実行時にコネクターが問題を検出すると、詳細なエラー情報を生成する

ジョブの作成
1. 新規パラレル・ジョブを作成し、それに GlobalCo_CustData_DB_Write という名
前を付けます。
2. そのジョブを、リポジトリー内の Tutorial¥Jobs フォルダーに保存します。
3. Data Set ステージをジョブに追加し、ステージに GlobalCo_BillTo_Source とい
う名前を付けます。
4. コネクターをジョブに追加します。
a. 「パレット」の「データベース」カテゴリーを展開します。
b. 「ODBC コネクター」をクリックし、そのコネクターを
GlobalCo_BillTo_Source ステージの右側に追加します。
c. コネクターの名前を GlobalCo_BillTo_Target に変更します。
5. ステージをリンクし、リンクの名前を lnk_GlobalCo_BillTo_Out に変更しま
す。
ジョブは次のジョブのようになっています。

図 12. ジョブは、クレンジングされた GlobalCo 顧客伝票データを共有データベースに書き込みます。

ターゲットの構成
この課題では、レッスン 3.4 で作成した GlobalCo 伝票データ・セットを、ジョブ
のソースとして使用します。
この課題では、レッスン 4.2 でインポートした表定義を使用します。 列定義は、レ
ッスン 3.4 のジョブの Transformer ステージと Lookup ステージを編集して作成し
た表定義と同じです。
1. GlobalCo_BillTo_Source ステージを開きます。
2. 「ファイル」プロパティーをクリックし、次の値を使用する新規パラメーターを
作成します。 レッスン 3.4 で作成した GlobalCo_Target_Output.ds データ・セ
ットを、ソース・データとして使用します。
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パラメーター名

プロンプト

CustData_Input_dataset 顧客データ
入力のソー
ス・ファイ
ル

入力

デフォルト値

パス名

tutorial_folder¥
GlobalCo_Target_
Output.ds

ヘルプ・テ
キスト
クレンジン
グされた
GlobalCo 顧
客データを
含むソー
ス・ファイ
ル

3. 列メタデータをロードします。
a. 「列」タブをクリックし、「ロード」をクリックします。
b. 「表定義」ウィンドウで、Tutorial¥Table definitions フォルダーを展開し
ます。レッスン 4.2 で作成したデータベース表を選択し、「OK」をクリッ
クします。
c. 「列の選択」ウィンドウで、すべての列が選択されていることを確認し、
「OK」をクリックします。
「列」タブには、インポートした列メタデータのデータが設定されます。
4. 「OK」をクリックして、GlobalCo_BillTo_Source ステージ・エディターを閉
じ、その後、ジョブを保存します。

ODBC コネクターの構成
この課題では、データベース表に書き込むために必要な情報を提供するようにデー
タベース・コネクターを構成します。 SQL ビルダーを使用して、ジョブを実行す
るときにデータベースにデータを書き込むために使用される SQL ステートメント
を定義します。
1. GlobalCo_BillTo_Target ステージを開きます。
2. 接続プロパティーをロードします。
a. ステージ・エディターで、ステージ・アイコンをクリックします。
b. 「プロパティー」タブの「接続」ペインで、「ロード」をクリックします。
c. 「開く」ウィンドウで、Tutorial フォルダーを展開し、レッスン 4.1 で作成
した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。 例え
ば、オブジェクトには、GlobalCo_billing_connect という名前が付けられて
います。
「データベース」、「ユーザー名」、および「パスワード」の各プロパティ
ーには、データ接続オブジェクトからの値が設定されています。
d. 「プロパティー」タブの「接続」セクションで、「テスト」をクリックして
接続をテストします。
接続が成功したことを示すメッセージが表示されます。接続が失敗した場
合、接続の詳細を確認して、再度接続をテストします。
3. SQL ステートメントを挿入して構成します。
a. 「入力」タブをクリックします。
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b. 「プロパティー」タブの「使用法」セクションを展開して、「書き込みモー
ド」を「挿入」に設定します。 この選択によって、「SQL」カテゴリーの
「INSERT ステートメント」フィールドが使用可能になります。
c. 「SQL」カテゴリーを展開し、「INSERT ステートメント」行をクリックし
ます。次に、「ビルド」 > 「新規 SQL の作成」をクリックします。
d. 「SQL ビルダー」ウィンドウで、Tutorial¥Table definitions フォルダー
を展開します。
e. Tutorial プロジェクトを展開し、レッスン 4.2 でインポートした TUTORIAL
表定義を選択します。
f. TUTORIAL 表定義を、フォルダー・リポジトリーの右の空白ペインまでドラッ
グします。
g. TUTORIAL 表定義の中で、「すべて選択」をクリックし、列定義を「INSERT
列」ペインまでドラッグします。
「INSERT 列」ペインには、ターゲット・データベースに書き込む列が含ま
れます。

図 13. ターゲット・データベースに書き込まれる列を指定しました。

h. 「SQL」タブを表示して、構成された SQL ステートメントを表示します。
このステートメントは、インポートした列定義を挿入する構文を示します。
i. 「OK」をクリックして、「SQL ビルダー」ウィンドウを閉じます。
SQL ステートメントが「INSERT ステートメント」フィールドに挿入されま
す。
4. 「OK」をクリックして、GlobalCo_BillTo_Target ステージを閉じます。その
後、ジョブを保存し、コンパイルして実行します。
第 6 章 モジュール 4: リレーショナル・データベースへのデータのロード
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クレンジングされた GlobalCo 顧客伝票データをチュートリアルのデータベース表
に書き込みました。

次に実行する事柄
このレッスンでは、コネクター・ステージを使用して、GlobalCo Worldwide データ
ベースに接続しました。 他の開発者が GlobalCo 顧客伝票データにアクセスし、そ
れを WorldCo 顧客伝票データと結合できるように、GlobalCo 顧客伝票データをこ
のデータベースに書き込みました。
以下のタスクを完了しました。
v コネクター・ステージを構成する
v データ接続オブジェクトを使用して、データベース接続の詳細を提供する
v SQL ビルダーを使用して、データベースに書き込む SQL ステートメントを定義
する
v クレンジングされた顧客伝票データをデータベースに書き込む
InfoSphere DataStage のパラレル・ジョブ・チュートリアルを完了しました。
これで、以下の任意のタスクを実行できます。
v 「InfoSphere DataStage Advanced Tutorial」の中のモジュールを実行する。
v 「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイ
ド」を参照して、InfoSphere DataStage の詳細を理解する。
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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 3. 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。
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付録 D. 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 E. 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 4. 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 F. 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。
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付録 G. 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 5. 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 5. 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

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない
v 認証
v シングル・サイ
ンオン構成

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

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 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

セッション
InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Designer クライア
ントの中の Data
Rules ステージ

無効にできない

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
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ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細について
は、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他
のテクノロジー』および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』 (http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それ
ぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リスト
については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における商標です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。

特記事項および商標

81

82

パラレル・ジョブ・チュートリアル

索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［タ行］

表定義

ターゲット・データベース表

プロジェクト

［ア行］

チュートリアル・コンポーネント

［マ行］

インポート 5
チュートリアル・ファイル

メタデータ

インポート

作成 5
チュートリアル

作成

パラレル・ジョブの作成

アドミニストレーター・クライアント

ダウンロード

お客様サポート
連絡先 65, 71

データ
結合

Lookup ステージ 41
データの参照
Lookup File Set ステージ

77

ジョブ
コンパイル
作成 21

データの変換
Transformer ステージ
データベース

15

21

ジョブ・デザイン
ステージの追加 24
ジョブ・パラメーター
ジョブへの追加 30
パラメーター・セット 32
ジョブ・ログ
データの表示 18
ステージ
ジョブへの追加 24
ステージの探索 15
ステージ・プロパティー 24
Lookup File Set 24
製品資料
アクセス 67, 73
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 63, 69
ソース・ファイル
コンピューターへのコピー 4
ソフトウェア・サービス
連絡先 65, 71
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［ラ行］
リジェクト・データ
キャプチャー 45
リポジトリー・オブジェクト
表定義のインポート 57
列メタデータ
インポート

27, 57

41

35

ターゲット表の作成 5
データベースへの書き込み

実行 18
開く 13
ジョブのデザイン
チュートリアル

45

データの結合

サンプル・ジョブ
概要 13
商標
リスト

41

ルックアップの作成 41
データ接続オブジェクト
作成 56

65, 71

3

インポート

3

リジェクトされたデータ

［サ行］
サポート
お客様

3

1
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データベース・コネクターを使用した
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D
Data Set ステージ
探索 15
dsenv ファイル
構成 7

データベース・コネクター
構成 58
ディレクター・クライアント
起動 18
デザイナー・クライアント
起動 13
ジョブを開く 13
特記事項 77

DSN
作成 6
データベースのための作成 6, 7
DB2 パッケージの作成 10
dsenv ファイルの構成 7
ODBC 接続のテスト 11
ODBC ドライバーの構成 10
odbc.ini ファイルの構成 9
uvodbc.config ファイルの構成 9

［ハ行］

L

パラメーター・セット
作成 32
パラレル・ジョブ
チュートリアル 1
パラレル・ジョブ・チュートリアル
インストール 3
コンポーネントのインポート 5
サンプル・ジョブ 13
ジョブの作成 21
ジョブのデザイン 21
セットアップ 3
ソース・ファイルのコピー 4
ファイルのダウンロード 3

Lookup File Set ステージ
データの参照 41
Lookup ステージ
データの結合 41

O
ODBC
接続のテスト 11
その他のドライバーの構成 10
DB2 パッケージの作成 10
dsenv ファイルの構成 7
odbc.ini ファイルの構成 9
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ODBC (続き)
uvodbc.config ファイルの構成
ODBC 接続
DSN の作成

9

6

AIX、HP-UX、Solaris、Linux

7

Windows 6
odbc.ini ファイル
構成

9

S
Sequential File ステージ
探索

15

T
Transformer ステージ
データの変換 35

U
uvodbc.config ファイル
構成 9
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