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トラブルシューティング・ガイド

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
これらのトピックには、IBM® InfoSphere® DataStage® のトラブルシューティングの情報が含まれていま
す。 一部の情報は、QualityStage ユーザーにも役に立ちます。

InfoSphere DataStage and QualityStage クライアント開始時に発生する
問題のトラブルシューティング
クライアントの開始とサービス層 (ドメイン) への接続ができない場合、問題は、おそらく、無効なホスト
名、無効なポート、スタートアップ・スクリプトのエラー、または間違ったユーザー証明情報のために発生
しています。
次の表に、出力される可能性のあるエラー・メッセージのリストと、問題解決のための参照先を示します。
表 1. InfoSphere DataStage and QualityStage クライアント開始時のエラー・メッセージ
エラー・メッセージ

関連トピック

選択したドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。
サーバー [servername] が見つかりません。

『サービス層への接続の失敗: 無
効なホスト名』

選択したドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。
ポート [portnumber] のサーバー [servername] に接続できませんでした。

2 ページの『サービス層への接続
の失敗: 無効なポート』

選択したドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。
ユーザー名 (username) またはパスワードが無効です。

5 ページの『ユーザーを認証でき
ない』

サービス層への接続の失敗: 無効なホスト名
IBM WebSphere® Application Server が開始しているかどうかを確認し、使用しているホスト名が有効かど
うかをテストできます。

症状
InfoSphere DataStage and QualityStage® クライアントの 1 つを開始しようとすると、次のメッセージが表
示される。
選択したドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。
サーバー [servername] が見つかりません。

原因
サービス層をホストしているコンピューターの名前の指定に誤りがある可能性があります。

問題の診断
インターネット・ブラウザーを使用してアプリケーション・サーバーに接続してみることで、アプリケーシ
ョン・サーバーが稼働中であるかどうか確認できます。
次のように Web ブラウザーを使用してアプリケーション・サーバーに接続します。
1. Web ブラウザーを開きます。
2. アプリケーション・サーバーのアドレスを、http//isserver:portnumber/ibm/iis/console の形式で入
力します。ここで、isserver は、サービス層がインストールされているコンピューターの名前 (または
IP アドレス)、portnumber は、サービス層に接続するためのポートです (デフォルトでは、9080)。
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アプリケーション・サーバーが開始していれば、ログイン画面が表示されます。開始していなければ、エラ
ー・メッセージが表示されます。
サービス層 をホストしているコンピューターに ping することによって、isserver の正しい名前を指定した
かどうかテストできます。

問題の解決
アプリケーション・サーバーをホストしているコンピューターの絶対パス名を指定することで、問題を解決
できる可能性があります。 例えば、isserver:9080 ではなく、isserver.mycompany.com:9080 と入力して
みます。
アプリケーション・サーバーが稼働中でなければ、サービスを開始してみてください。
Microsoft Windows コンピューター上で、サービス層がインストールされているアプリケーション・サーバ
ーを開始するには、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM WebSphere」 > 「Application
Server V6」 > 「プロファイル」 > 「デフォルト」 > 「サーバーの起動」 をクリックします。
UNIX または Linux コンピューター上で、サービス層がインストールされているアプリケーション・サー
バーを開始するには、root 権限を持っている必要があります。 アプリケーション・サーバーを開始するに
は、次のステップを行います。
1. ターミナル・ウィンドウから、WASInstDir/ASBServer/bin/ ディレクトリーにディレクトリーを変更し
ます。 WASInstDir は、アプリケーション・サーバーのインストール・ディレクトリーです。 デフォル
トのインストール・ディレクトリーは /opt/IBM/InformationServer/ です。
2. 次のコマンドを実行します。
./MetadataServer.sh start

サービス層への接続の失敗: 無効なポート
IBM WebSphere Application Server が開始しているかどうかの確認、ポート番号が有効かどうかのテスト、
および正しいポート番号を指定したかどうかの確認を行うことができます。

症状
InfoSphere DataStage and QualityStage クライアントの 1 つを開始しようとすると、次のメッセージが表示
される。
認証の失敗
the current user against the selected Domain:
server [servername] on port [portnumber].

Could not connect to

原因
ポート番号が誤っているか、使用不可です。

問題の診断
インターネット・ブラウザーを使用してアプリケーション・サーバーに接続してみることで、アプリケーシ
ョン・サーバーが稼働中であるかどうか確認できます。
次のように Web ブラウザーを使用してアプリケーション・サーバーに接続します。
1. Web ブラウザーを開きます。
2. アプリケーション・サーバーのアドレスを、http//isserver:portnumber/ibm/iis/console の形式で入
力します。ここで、isserver は、サービス層がインストールされているコンピューターの名前 (または
IP アドレス)、portnumber は、サービス層に接続するためのポートです (デフォルトでは、9080)。
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アプリケーション・サーバーが開始していれば、ログイン画面が表示されます。開始していなければ、エラ
ー・メッセージが表示されます。
コマンド・ラインに次のコマンドを入力して、ポートがクライアント・コンピューターからアクセス可能か
どうかテストします。
telnet hostname port

エラー・メッセージが表示された場合、ポートは非アクティブです。 応答がなければ、ポートはアクティ
ブです。
また、次のコマンドを入力して、サーバー・コンピューター上でどのポートが listen しているかをテスト
することもできます。
netstat -a

isserver:port_number の形式の項目を探してください。
WebSphere 管理コンソールで正しいポート番号を指定しているかどうかを確認できます。 ポート番号を調
べるには、次のようにします。
1. 「スタート」メニューから、「IBM WebSphere」 > 「Application Server V6」 > 「プロファイル」
> 「デフォルト」 > 「管理コンソール」を選択して、WebSphere 管理コンソールを開始します。
2. IBM InfoSphere Information Server がインストールされたときに指定された WebSphere ユーザー名とパ
スワードを使用して、ログインします。
3. 左のペインで、「サーバー」 > 「アプリケーション・サーバー」を選択します。
4. 「server1」リンクをクリックします。
5. 「通信」 > 「ポート」を選択します。
6. WC_defaulthost のポート番号を探します。 これが、アプリケーション・サーバーに接続するときに使
用するポート番号です。

問題の解決
アプリケーション・サーバーが稼働中でなければ、サービスを開始してみてください。
Microsoft Windows コンピューター上で、サービス層がインストールされているアプリケーション・サーバ
ーを開始するには、「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「IBM WebSphere」 > 「Application
Server V6」 > 「プロファイル」 > 「デフォルト」 > 「サーバーの起動」 をクリックします。
UNIX または Linux コンピューター上で、サービス層がインストールされているアプリケーション・サー
バーを開始するには、root 権限を持っている必要があります。 アプリケーション・サーバーを開始するに
は、次のステップを行います。
1. ターミナル・ウィンドウから、WASInstDir/ASBServer/bin/ ディレクトリーにディレクトリーを変更し
ます。 WASInstDir は、アプリケーション・サーバーのインストール・ディレクトリーです。 デフォル
トのインストール・ディレクトリーは /opt/IBM/InformationServer/ です。
2. 次のコマンドを実行します。
./MetadataServer.sh start

クライアントとサーバーの間にファイアウォールがあるかどうかも確認できます。 ファイアウォールがあ
る場合、それを一時的に無効にして、すべてのインバウンドおよびアウトバウンド・ポートが開いているこ
とを確認します。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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IBM WebSphere Application Server が起動に失敗: AIX および Linux
WebSphere Application Server が起動しない場合、問題を修正するために、スタートアップ・スクリプトの
1 つを変更してみることができます。

症状
システムを再始動した後、アプリケーション・サーバーが起動しません。 アプリケーション・サーバー・
ログにメッセージは何も生成されません。

原因
Metadata Server のスタートアップ・スクリプトが完了できません。 Metadata Server のスタートアップ・
スクリプトに対して nohup コマンドを発行する必要があります。

環境
IBM AIX® または Linux システム。

問題の診断
WebSphere Application Server が稼働中であることを確認してください。
次のように Web ブラウザーを使用してアプリケーション・サーバーに接続します。
1. Web ブラウザーを開きます。
2. アプリケーション・サーバーのアドレスを、http//isserver:portnumber/ibm/iis/console の形式で入
力します。ここで、isserver は、サービス層がインストールされているコンピューターの名前 (または
IP アドレス)、portnumber は、サービス層に接続するためのポートです (デフォルトでは、9080)。
アプリケーション・サーバーが開始していれば、ログイン画面が表示されます。開始していなければ、エラ
ー・メッセージが表示されます。

問題の解決
1. 次のコマンドを実行して、コンピューター上の WebSphere Application Server スタートアップ・スクリ
プトを検索します。
cd /etc
find . -name "*" -print | xargs grep -i InformationServer

このコマンドにより、名前にさまざまな接頭部が付いた複数のファイルが返されることがあります。一
部のファイルは他のファイルにリンクしていて、オリジナル・ファイルに行った変更が反映され、検出
された各ファイルを編集する必要がない場合があります。 WebSphere Application Server の複数のイン
スタンスがインストールされている場合は、WebSphere Application Server インスタンスごとに固有のフ
ァイルが存在する可能性があります。変更する必要のあるファイルは、非 root として開始するように
構成した WebSphere Application Server のインスタンスを参照するファイルのみです。
2. 変更する必要のあるファイルを特定します。 通常は、次のファイルを変更する必要があります。
オペレーティング・システム

ファイル

AIX

/etc/rc#.d/S99ISFServer
数値記号 (#) には、0 から 6 の値が示されます。例え
ば、次のようになります。
/etc/rc0.d/S99ISFServer
/etc/rc2.d/S99ISFServer
/etc/rc5.d/S99ISFServer

Linux
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/etc/init.d/ISFServer

3. ファイルごとに、次のコンテンツを変更します。
以下のテキストを見つけます。ここで、IS_install_path は、InfoSphere Information Server をインスト
ールしたディレクトリーです。デフォルトのインストール・パスは /opt/IBM/InformationServer で
す。
"IS_install_path/ASBServer/bin/MetadataServer.sh"
"$@"

以下の例に合わせてテキストを変更します。
nohup "IS_install_path/ASBServer/bin/MetadataServer.sh"
"$@"

4. 変更したファイルを保存し、システムを再始動します。

ユーザーを認証できない
クライアントを開始できない原因が、ユーザー証明情報に問題があるためかどうか確認できます。

症状
InfoSphere DataStage and QualityStage クライアントの 1 つを開始しようとすると、次のメッセージが表示
される。
認証の失敗
the current user against the selected Domain:
or password.

Invalid user name (username)

原因
この問題の原因はいくつか考えられます。
v ユーザー名が無効です。
v パスワードが無効であるか、有効期限が切れています。
v ユーザーはスイート・ユーザー・ロールを持っていません。
v 証明情報マッピングが必要ですが、このユーザーには定義されていません。
v ユーザーは DataStage ロールを持っていないか、間違った DataStage ロールを持っています。

問題の診断
問題の発生場所を特定すると、問題の考えられる原因を診断できます。
v InfoSphere Information Server 認証は、「プロジェクトへアタッチ」ウィンドウで選択可能なプロジェク
トのリストを取得するときに実行されます。 プロジェクト・リストの取得中にエラーが表示された場合
は、ユーザー名またはパスワードが無効であるか、ユーザーがスイート・ユーザー・ロールを持ってい
ないか、証明情報マッピングが必要なのにそれが実行されていないかです。
v DataStage ロール検査は、プロジェクトにアタッチするときに実行されます。プロジェクトのリストは取
得できるが、プロジェクトにアタッチできない場合、問題は、このユーザーの DataStage ロールにあり
ます。

問題の解決
ユーザー・ロールに関係する問題の解決方法については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ア
ドミニストレーター・クライアント・ガイド」を参照してください。
InfoSphere Information Server 構成時のユーザー作成方法については、「IBM InfoSphere Information Server
プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してください。
証明情報マッピングについては、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」を参照してください。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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スケジュールされたジョブのトラブルシューティング
ジョブは、システムがさほどビジーでないときに実行するようにスケジュールできます。
ジョブは、InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター・クライアント・ウィンドウの「ジョブ・
スケジュール」ビューからスケジュールします。
InfoSphere DataStage には、独自の個別のスケジューリング・プログラムはありません。 代わりに、
InfoSphere DataStage がジョブをスケジュールするときは、常に、基盤となるオペレーティング・システム
がジョブを制御します。スケジュールされたジョブが正しく実行されない場合、通常、問題は、エンジンの
オペレーティング・システム構成にあります。

Windows エンジン層ホストのスケジューリングの問題の解決
Microsoft Windows エンジン層ホストでは、ジョブのスケジューリングは、スケジュール・サービスによっ
て実行されます。
スケジュールされたジョブが実行されない場合、原因を特定するために実行できるステップがいくつかあり
ます。

スケジュール・ログの表示
スケジュール・ログを表示して、ジョブのスケジューリングの問題を診断できます。

症状
スケジュールされたジョブが予定どおり実行されません。

環境
この説明は、Windows 環境に適用されます。

問題の診断
スケジュール・ログは dsr_sched.log という名前のテキスト・ファイルです。 これは、プロジェクト・デ
ィレクトリー (デフォルトでは、c:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects) にあります。このファイル
には、制御がスケジューラーから InfoSphere DataStage に移される前に発生したすべての問題が記録され
ます。 (その後、メッセージは該当するジョブ・ログ・ファイルに書き込まれます。) スケジュール・ログ
には、例えば、指定したサーバー・パスワードが有効期限切れであるなどのメッセージが含まれます。

ユーザー名とパスワードのテスト
プロジェクト内のすべてのスケジュールされたジョブの実行に、ユーザー名とパスワードを指定した場合、
ユーザー名とパスワードをテストできます。

症状
スケジュールされたジョブが予定どおり実行されません。

原因
スケジュール・サービスの実行に使用されるユーザー ID のユーザー名またはパスワード詳細が無効で
す。

環境
この説明は、Windows 環境に適用されます。

問題の診断
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テストが成功してもスケジュールされたジョブが実行されない場合、指定したユーザー名にプロジェクト・
ディレクトリーに対する読み取りおよび書き込み許可があることを確認してください。
テストが失敗した場合、指定したユーザー名にユーザー権限の問題がある可能性があります。どちらの場合
も、ユーザー権限を確認してください。
ユーザー名とパスワードをテストするには、次のようにします。
1. アドミニストレーター・クライアントを開き、スケジュールするジョブのエンジンにアタッチします。
2. 「プロジェクト」タブをクリックし、リストからプロジェクトを選択します。
3. 「プロパティー」をクリックします。
4. 「スケジュール」タブをクリックします。
5. テストするユーザー名とパスワードを入力します。
6. 「テスト」をクリックします。
7. ユーザー名とパスワードが検証されるまで待機します (これには少し時間がかかることがあります)。

ユーザー権限の確認
エンジン層ホストで、デフォルトのユーザー名で Windows スケジュール・サービスが実行されない場合、
次の手順で、スケジュール・サービスに正しいユーザー権限があることを確認してください。

症状
スケジュールされたジョブが予定どおり実行されません。

原因
スケジュール・サービスを実行するユーザーに、十分なユーザー権限がありません。

環境
この説明は、Windows 環境に適用されます。

問題の解決
ユーザー権限を確認し、必要である場合に新しい権限を割り振るには、次のようにします。
1. Windows エンジン層ホストから、「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 >
「ローカル セキュリティ ポリシー」を選択します。
2. 「ローカル ポリシー」フォルダーを開き、「ユーザー権利の割り当て」を選択します。
3. 「ローカル セキュリティ設定」ウィンドウの右側のリストで「オペレーティング システムの一部とし
て機能」をダブルクリックします。
4. 「プロパティ」ウィンドウで、スケジュール・サーバーのユーザー名がリストに含まれているかどうか
確認します。
5. ユーザー名が含まれていなければ、「ユーザーまたはグループの追加」をクリックし、「選択するオブ
ジェクト名を選択してください」フィールドにユーザー名を追加して、「OK」をクリックします。
6. 「ローカル セキュリティ設定」ウィンドウの右側のリストで「プロセス レベル トークンの置き換
え」をダブルクリックします。
7. 「プロパティ」ウィンドウで、スケジュール・サーバーのユーザー名がリストに含まれているかどうか
確認します。
8. ユーザー名が含まれていなければ、「ユーザーまたはグループの追加」をクリックし、「選択するオブ
ジェクト名を選択してください」フィールドにユーザー名を追加して、「OK」をクリックします。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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9. 「ローカル セキュリティ設定」ウィンドウの右側のリストで「スケジューリング優先順位の繰り上
げ」をダブルクリックします。
10. 「プロパティ」ウィンドウで、スケジュール・サーバーのユーザー名がリストに含まれているかどうか
確認します。
11. ユーザー名が含まれていなければ、「ユーザーまたはグループの追加」をクリックし、「選択するオブ
ジェクト名を選択してください」フィールドにユーザー名を追加して、「OK」をクリックします。

英語以外の言語のシステムで、スケジューラーを使用するときの問題の解決
英語以外の言語のシステムでジョブをスケジュールする場合、曜日の名前をローカライズしなければならな
いことがあります。

症状
スケジュールされたジョブが予定どおり実行されません。

原因
Windows スケジューリングを実行する AT コマンドは、ローカル言語の曜日名のみ受け入れます。

環境
この説明は、Windows 環境に適用されます。

問題の解決
英語以外の言語のシステムで IBM InfoSphere DataStage を実行していて、特定の曜日に実行するようにジ
ョブをスケジュールしているときに問題が発生する場合、各プロジェクトの曜日をローカライズしてみてく
ださい。
曜日をローカライズするには、次のようにします。
1. エンジン上にある 1 番目のプロジェクトのプロジェクト・ディレクトリーにナビゲートします。 デフ
ォルトでは、プロジェクト・ディレクトリーはフォルダー C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects
です。
2. ノートパッドなどのテキスト・エディターを使用して、ファイル DSParams を編集します。
3. ファイルの最後にローカライズした曜日を追加します。 次は、フランス語のシステムで追加する例を示
しています。
[SCHEDULER]
MONDAY=L
TUESDAY=M
WEDNESDAY=ME
THURSDAY=J
FRIDAY=V
SATURDAY=S
SUNDAY=D

ローカルの AT コマンドがどのような曜日名を受け入れるか試してみる必要がある可能性があります。
確信が持てない場合は、完全な名前 (例えば、LUNDI、MARDI、など) を入力します。
4. これらのステップを各プロジェクトに対して繰り返します。
英語以外の言語のシステムでスケジューラーを使用しているときに、「リストにエントリーが存在しませ
ん」というエラー・メッセージが表示される場合があります。 このメッセージは、AT コマンドによって
出力され、ディレクター・クライアントによって渡されます。 ディレクター・クライアントがメッセージ
を渡さないようにするには、次のようにします。
1. AT コマンドが出力しているメッセージの固有の部分 (例えば、フランス語では「est vide」) を特定し
ます。
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2. 各プロジェクトで、その DSParams ファイルに次の行を追加します。
NO ENTRIES=est vide

AT コマンドは、英語の曜日に加えて、その他のキーワードをたいてい受け入れます。 使用しているシス
テムがその他のキーワードを受け入れない場合、次のタスクを行って、追加のキーワード
NEXT、EVERY、および DELETE のローカライズ・バージョンをプロジェクトに追加できます。
1. 各プロジェクトの DSParams ファイルを編集します。
2. それぞれのキーワードについて、次の形式の行を追加します。
KEYWORD=localized_keyword

例:
NEXT=Proxima

UNIX および Linux サーバーのスケジューリングの問題の解決
UNIX サーバーでは、IBM InfoSphere DataStage ジョブのスケジューリングは、at コマンドと cron コマン
ドで処理されます。
スケジュールされたジョブが実行されない場合、原因を特定するために実行できるステップがいくつかあり
ます。

スケジュールされたジョブの表示
UNIX サーバーでは、自分でスケジュールしたジョブのみを表示できます。

症状
管理者が、ユーザーがスケジュールしたジョブの一部を表示できません。

環境
この説明は、UNIX 環境に適用されます。

問題の診断
IBM InfoSphere DataStage の管理者にとって、問題は、特定の期間に実行するようスケジュールされている
すべての InfoSphere DataStage ジョブの全体図を素早く把握できないことにあります。スケジュールされ
ているジョブを検出する唯一の方法は、各ユーザー ID の cron ディレクトリーにあるファイルを調べるこ
とです。 これらのファイルの名前と場所は、システムによって異なります。 詳細は、使用しているシステ
ムの cron コマンドのリファレンス・ページを参照してください。

スケジュールされたジョブが実行されない問題の解決
スケジュールされたジョブが実行されない場合、ジョブをスケジュールしたユーザーが、cron コマンドを
使用する許可を持っていることを確認してください。

症状
スケジュールされたジョブが予定どおり実行されません。

環境
この説明は、UNIX 環境に適用されます。

問題の解決
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ユーザー許可を確認するには、コマンドを実行できるユーザーのリストが含まれた cron.allow ファイル
と、実行できないユーザーのリストが含まれた cron.deny ファイルを調べてください。 これらのファイル
の場所は、システムによって異なります。 詳細は、使用しているシステムの cron コマンドのリファレン
ス・ページを参照してください。

AIX サーバーで、スケジュールされたジョブが実行されない
IBM AIX サーバーで、スケジュールされたジョブが実行されない場合、ファイル許可を確認してくださ
い。

症状
スケジュールされたジョブが実行されません。

環境
この説明は、AIX サーバーに適用されます。

問題の解決
AIX サーバーでジョブをスケジュールするには、/usr/ spool/cron/atjobs の許可を 770 から 775
(rwxrwxr-x) に変更します。

ジョブ終了の問題の解決
IBM InfoSphere DataStage ジョブを実行しているときに、ジョブの終了が遅れる場合は、&PH& ディレク
トリーを消去してください。

症状
ジョブの終了に時間がかかります。

原因
各 InfoSphere DataStage プロジェクト・ディレクトリーには、&PH& ディレクトリーが含まれます。
&PH& ディレクトリーには、アクティブ・ステージについての診断目的に使用される情報が含まれます。
&PH& ディレクトリーは、ジョブが実行されるたびに追加され、定期的に消去される必要があります。

問題の解決
ディレクトリーを消去するには、次のようにします。
1. システムのどこにも実行中のジョブがないことを確認します。
2. アドミニストレーター・クライアントを開き、「プロジェクト」ページに進みます。消去するファイル
が含まれるプロジェクトを選択し、「コマンド」をクリックします。
3. 「コマンド・インターフェース」ウィンドウで、次のコマンドを入力します。
CLEAR.FILE &PH&

4. 「実行」をクリックして、コマンドを実行し、ファイルを消去します。

64 ビット・システム上のデータベース・ステージの問題の解決
64 ビット環境でジョブを実行する場合、接続ステージが必要とするデータベース・クライアントが、イン
ストールされた InfoSphere DataStage のバージョンと一致することを確認する必要があります。

症状
メモリー障害と対応するメモリー・ダンプなどの症状でステージが失敗します。
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原因
64 ビット・バージョンの InfoSphere DataStage を実行している場合、使用するすべてのデータベース・ク
ライアントも 64 ビットであることを確認する必要があります。 32 ビット・バージョンの InfoSphere
DataStage を実行している場合、使用するすべてのデータベース・クライアントも 32 ビットであることを
確認する必要があります。 例えば、Oracle データベースは、32 ビットおよび 64 ビットの両方のクライ
アントで使用可能です。 32 ビットの InfoSphere DataStage では 32 ビットのクライアントを使用する必
要があり、64 ビットの InfoSphere DataStage では 64 ビットのクライアントを使用する必要があります。

環境
64 ビットの UNIX、Linux、または Windows 環境に適用されます。

UNIX および Linux システムの ODBC 接続の問題の解決
IBM InfoSphere DataStage は、ODBC データ・ソースに接続するために、サード・パーティーの ODBC ド
ライバーを使用します。 問題を診断して修正するには、種々のステップを実行する必要があります。

ODBC ドライバーの接続のテスト
ODBC ドライバーがデータ・ソースに正常に接続しているかどうかテストできます。

症状
ジョブが、ODBC 接続を使用したデータ・ソースへの接続で失敗する場合、ジョブの外で接続をテストし
て、ODBC 接続が問題の原因かどうか調べます。

環境
この手順は、UNIX 環境での ODBC 接続に適用されます。

問題の診断
ODBC 接続の接続性をテストするには、次のようにします。
1. ディレクトリー $DSHOME に移動し、dsenv を実行して IBM InfoSphere DataStage 環境をセットアッ
プします。
. ./dsenv

2. 次を入力して、エンジン・シェルを開始します。
./bin/dssh

3. エンジン・シェルで、次を入力して、プロジェクトにログインします。
LOGTO project_name

4. 次を入力して、使用可能な DSN のリストを取得します。
DS_CONNECT

5. 次を入力して、必要な接続をテストします。
DS_CONNECT DSN

ここで、DSN に、テストする接続を指定します。
6. 必要なデータ・ソースに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。
7. データ・ソースに接続した後、「.Q」を入力して接続を閉じます。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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共有ライブラリー環境の確認
接続エラーは、間違った環境設定が原因であることがあります。

症状
ODBC 接続を使用してデータベースに接続できません。

環境
この問題は、UNIX 環境で ODBC 接続を使用する場合に発生します。

問題の診断
次のようなメッセージが表示される場合、
ld.so.1: uvsh: fatal: libxxxx: can’t open file: errno=2

共有ライブラリーの場所の探索に使用される環境変数に、ODBC ドライバー共有ライブラリーが追加され
ていることを確認してください。

問題の解決
DataStage の ODBC アクセスが構成されるときに、環境を指定するエントリーがファイル
$DSHOME/dsenv に追加されます。 dsenv ファイルを調べて、環境が正しく構成されていることを確認し
てください。
確認する必要のある共有ライブラリー環境変数の名前は、UNIX システムのタイプによって異なります。
必要なエントリーは、接続先のデータベースのタイプによって異なります。 次の表に、UNIX プラットフ
ォームの環境変数を示します。共有ライブラリーの場所は、データベースの資料を参照してください。
表 2. ライブラリー・パス環境変数
プラットフォーム

環境変数

Solaris

LD_LIBRARY_PATH

HP-UX

SHLIB_PATH

HP-UX Itanium

LD_LIBRARY_PATH

AIX

LIBPATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

シンボリック・リンクの確認
ODBC 接続が機能しない場合、シンボリック・リンクを確認してください。

症状
ODBC 接続を使用してデータベースに接続できません。

原因
共有ライブラリーを新しいディレクトリーに移動したり、新しい ODBC ドライバー・マネージャーをイン
ストールした場合、エンジンがソース・データベースの共有ライブラリーにアクセスするために使用するシ
ンボリック・リンクが壊れた可能性があります。

環境
この問題は、UNIX 環境で ODBC 接続を使用する場合に発生します。

問題の解決
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シンボリック・リンクを新しいディレクトリーに再設定するには、UNIX プロンプトで次のコマンドを実行
します。
# $DSHOME/bin/dspackinst relink.uvlibs pathname

$DSHOME は、サーバー・エンジンのホーム・ディレクトリーです。 pathname は、共有ライブラリーを
含むディレクトリーの絶対パス名です。
新しい ODBC ドライバー・マネージャーのリンクを再設定するには、次のようにします。
1. ベンダーの資料の説明に従って、ODBC ドライバー・マネージャーをインストールします。
2. ODBC 共有ライブラリー libodbc.xx が存在する場所を判別します。 例えば、Intersolv ドライバーのラ
イブラリーは $ODBCHOME/ の中の dll で、Visigenics ドライバーのライブラリーは $ODBCHOME/
の中の lib です。
3. InfoSphere DataStage クライアントをすべて閉じます。
4. 先に説明したように、relink.uvlibs コマンドを実行します。
5. InfoSphere DataStage クライアントを再始動します。

UNIX システムの構成の問題の解決
UNIX システムで IBM InfoSphere DataStage を実行する場合、種々の問題が発生することがあります。

ファイル・ユニットの不足
ファイル・ユニットを使い尽くしたためにジョブが失敗するという通知を受け取った場合は、ファイル・ユ
ニットの割り振りを増やすことができます。

症状
ファイル・ユニットを使い尽くしたためにジョブが失敗します。

環境
この説明は、UNIX システムに適用されます。

問題の解決
エンジンは、パラメーター MFILES とカーネル・パラメーター NOFILES を使用して、開くことができる
ファイルの数を決定します。 開くことができるファイルの数は、NOFILES - MFILES です。 ファイル・
ユニットを使い尽くし、問題が発生した場合、サーバー・エンジンの uvconfig ファイルの MFILES の値
を減らすか、オペレーティング・システムの NOFILES の値を増やすことができます。uvconfig ファイル
は、DSEngine ディレクトリーの中にあります。
MFILES の値を変更した場合、次のようにして、エンジンを停止して、再始動する必要があります。
1. エンジンを停止するには、次のようにします。
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

2. エンジンの構成情報をアップグレードするには、次のようにします。
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

3. エンジンを開始するには、次のようにします。
$DSHOME/bin/uv -admin -start

stop コマンドの実行後、少なくとも 30 秒開けてから、start コマンドを実行してください。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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AIX コンピューターのメモリー不足
IBM InfoSphere DataStage をチューニングして、IBM AIX システムで構成されたメモリーを増やすことが
できます。

症状
大容量のメモリーを必要とするジョブで、「メモリーを割り振りできません」というエラーが発生します。

環境
この説明は、AIX システムに適用されます。

問題の解決
次のステップを実行してメモリー割り振りを増やします。
1. エンジン・ディレクトリー内の $DSHOME/.uvconfig ファイルを編集します。 次の変更をします。
v DMEMOFF を 0x90000000 に変更します。
v PMEMOFF を 0xa0000000 に変更します。
2. システムにアクティブな InfoSphere DataStage ユーザーがいないことを確認してから、エンジンをシャ
ットダウンします。
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

3. エンジンの構成情報をアップグレードするには、次のコマンドを実行します。
$DSHOME/bin/uv -admin -regen

4. dsenv ファイル ($DSHOME ディレクトリー内) に次の行を追加します。
LDR_CNTRL=MAXDATA=0x30000000;export LDR_CNTRL

5. dsenv コマンドを実行して、新規環境設定を適用します。
6. エンジンを再始動します。
$DSHOME/bin/uv -admin -start

デザイナー・クライアントのエラーに関するトラブルシューティング
デザイナー・クライアントによって提供される情報を使用して、エラー処理を行ってください。

デザイナー・クライアントでの例外処理
例外が発生すると、デザイナー・クライアントによりエラー・レポート作成のために関連情報が収集されま
す。

例外処理モード
デザイナー・クライアントは、以下のモードのいずれかを使用して例外を処理します。
自動エラー・レポート・モード
自動エラー・レポート・モードは、例外が現行の操作で予期されないものである場合に使用されま
す。
オプション・エラー・レポート・モード
オプション・エラー・レポート・モードは、例外が現行の操作で予期されない可能性がある場合に
使用されます。 例外が予期されないものであるかどうか判別できない場合にも、オプション・エ
ラー・レポート・モードが使用されます。
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エラー・レポートなしモード
エラー・レポートなしモードは、例外が予期されたものであるか、あるいはメッセージが単なる警
告である場合に使用されます。

自動エラー・レポート・モード
自動エラー・レポート・モードは、例外が現行の操作で予期されないものである場合に使用されます。
デザイナー・クライアントは、エラーに関連するすべての情報を含んだエラー・レポートを作成します。
エラー・レポートは、ds_errorreport_YYMMDDHHmm.zip と名前のつけられた .zip です。YYMMDDHHmm は、
エラーの日付と時間です。
デザイナー・クライアントによって、次の自動エラー・レポート・メッセージが表示されます。

自動エラー・レポート・メッセージに対しては、次のアクションを実行できます。
v ds_errorreport_YYMMDDHHmm.zip をクリックすると、エラー・レポートが置かれているディレクト
リーが Windows ファイル・エクスプローラーで表示されます。
v 「カスタマイズ」をクリックすると、「レポートのカスタマイズ」ウィンドウが開きます。このウィン
ドウでは、問題の原因となったシナリオの説明を追加できます。
v 「詳細」をクリックすると、例外とクライアント・マシンの詳細が表示されます。
ds_errorreport_YYMMDDHHmm.zip ファイルには、以下の情報が含まれます。
v オリジナル・エラー・メッセージ
v スタック・トレースおよび例外詳細
v クライアント・マシンの詳細
v Client Version.xml ファイル
v 関連付けられた dstage_wrapper_trace_NN.log ファイル
v 「レポートのカスタマイズ」ウィンドウで入力されたオプションのユーザー定義の説明

オプション・エラー・レポート・モード
オプション・エラー・レポート・モードは、例外が現行の操作で予期されない可能性がある場合に使用され
ます。 例外が予期されないものであるかどうか判別できない場合にも、オプション・エラー・レポート・
モードが使用されます。
デザイナー・クライアントによって、次のオプション・エラー・レポート・メッセージが表示されます。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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オプション・エラー・レポート・メッセージに対しては、次のアクションを実行できます。
v 「ここ」をクリックすると、例外のエラー・レポートを作成できます。「レポートのカスタマイズ」ウ
ィンドウが開き、問題の原因となったシナリオの説明を追加できます。
v 「詳細」をクリックすると、例外とクライアント・マシンの詳細が表示されます。

エラー・レポートなしモード
エラー・レポートなしモードは、例外が予期されたものであるか、あるいはメッセージが単なる警告である
場合に使用されます。
デザイナー・クライアントによって、次のエラー・レポートなしメッセージが表示されます。

ログ・ファイルおよびエラー・レポートの表示
デザイナー・クライアントによって作成されるログ・ファイルおよびエラー・レポートを表示します。

現行ログ・ファイルの表示
「ヘルプ」 > 「サポート」 > 「現行ログの表示」をクリックして、現行ログ・ファイルの内容を表示し
ます。 内容の表示には、.log ファイルに登録されているアプリケーションが使用されます。

ログ・ファイルが置かれているディレクトリーの表示
「ヘルプ」 > 「サポート」 > 「ログ/トレース・フォルダーを開く」をクリックします。Windows ファイ
ル・エクスプローラーで、ログ・ファイルが置かれているディレクトリーが表示されます。
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エラー・レポートが置かれているディレクトリーの表示
「ヘルプ」 > 「サポート」 > 「エラー・レポート・フォルダーを開く」をクリックします。Windows フ
ァイル・エクスプローラーで、エラー・レポートが置かれているディレクトリーが表示されます。

列分析実行時のジョブのサブミット失敗のトラブルシューティング
症状
列分析の実行時、「ジョブのサブミットに失敗しました」エラーを受け取ります。

問題の解決
環境内で ワークロード管理 (WLM) 実行する必要がある場合、最初に、
¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSWLM¥stopwlm.cmd コマンドを使用して手動で停止します。このコマンド
は、WLM が実行中であると強制的にシャットダウンします。 次に、
IBM¥InformationServer¥Server¥DSWLM¥startwlm.cmd コマンドを使用して WLM を手動で開始します。正
しい文字セットを使用して WLM が開始し、これでエラーは解決します。
WLM が必要でない場合は、これをシャットダウンすることでエラーを解消できます。
¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSODB¥DSODBConfig.cfg で構成ファイルを編集し、WLMON 設定を
WLMON=0 に変更します。次に、「net stop DSEngine net start DSEngine」コマンドを実行して、WLM は
開始せずに DataStage エンジンを再始動します。これで問題は解決します。

ログイン失敗のトラブルシューティング
クライアントのログインで障害が発生した場合、スタック・トレースを分析して、ログインが失敗した理由
を特定する必要があります。

クライアントおよびサーバーのログイン失敗
ログイン失敗は、クライアント・サイドでもサーバー・サイドでも発生する可能性があります。
スタック・トレースを分析して、ログインが失敗した原因と場所を特定します。

クライアント・サイドのログイン失敗
一部のエラーは、選択されたサーバーでの認証の失敗を示しています。

症状
次のエラーを受け取ります。「選択されたドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。ポート
[9080] のサーバー [rmanikon-2] に接続できませんでした」

原因
指定したサーバー名またはポートが無効です。

問題の診断
このエラーは、クライアントが Information Server サービス層 (ドメイン) サーバーに接続できないことを
示しています。 「詳細」オプションをクリックすると、エラーのスタック・トレースを入手できます。
javax.security.auth.login.LoginException: Could not connect to server
[RMANIKON-2] on port [9081]. 
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.getLoginException
(AuthenticationService.java:991)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:370)
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManagerException:
Caught an unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:76)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:364)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelperException:
Caught an unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:672)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingConfigProperties
(RegistrationHelper.java:566)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:173)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:73)
... 1 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:391)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:252)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:239)

このスタック・トレースには、注目すべき 4 つの重要な項目があります。スタック・トレースに「Trace
from Server」と記述されたテキストが含まれていないため、問題はクライアント・サイドにあります。サ
ンプル・スタック・トレース内で最初に強調表示されているメッセージに注目してください。そこにホスト
名とポート番号が表示されています。2 番目に強調表示されているメッセージから、RegistrationHelper
呼び出しの中でエラーが発生したことがわかります。最後の強調表示されているメッセージから、根本原因
はソケット接続エラーであることがわかります。

問題の解決
v DataStage サーバー・アドレスへの ping を使用して、DataStage ログイン画面のサーバー名を確認しま
す。
v ポート番号が正しいことを確認します。
– registered-servers.xml ファイルを表示します。このファイルは次の場所にあります。
InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client_configuration_<is_version>/
registered-servers.xml
– 次のエレメントを検索します: <asb-server name="RMANIKON-2” host-name="RMANIKON-2“
port="9080“ is-primary-server="true" />
– クライアントが使用する DataStage サーバー用ホスト・ファイル内に無効なエントリーがあります。
v Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts で ds_ip_address host_short_name host_long_name を調べま
す。
クライアントがサーバーに接続できないエラーが生じるシナリオはいくつかあります。まずは、無効なサー
バー名またはポートの問題である可能性があります。 DataStage ログイン画面でサーバー名が正しく入力
されているか確認してください。 それが有効なホスト名であることを確認するには、クライアント・シス
テムから DataStage サーバー名を ping します。
次に、DataStage ログイン画面で使用している Information Server ポート番号が正しいことを確認します。
registered-servers.xml ファイルを開いて、ポート番号を確認します。ストリング <asb-server> を検索
し、asb-server タグ内のポート番号を確認します。
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クライアントのホスト・ファイル内の不正なエントリーが原因で、サーバーへの接続が失敗することもあり
ます。ホスト・ファイル内の DataStage サーバーの IP アドレスが正しくないか、またはこのサーバー用の
有効なエントリーがクライアントにありません。ホスト・ファイル内にある DataStage サーバー用エント
リーを修正してください。

localhost でのサーバー・コールバックの失敗
スタック・トレース内の情報を分析することで、サーバー・コールバックの失敗の原因を特定できます。

症状
ログインが失敗し、スタック・トレースに「Trace from server」メッセージが含まれています。

原因
WebSphere が、正しい Java™ レベルにアップグレードされていません。

問題の診断
スタック・トレースを分析して、問題の原因を特定します。
「Trace from server」メッセージは、エラーがサーバーのコールバックの失敗であることを示していま
す。スタック・トレースには「initial and forwarded IOR inaccessible」メッセージとクライアント IP
アドレスも組み込まれています。 最後のメッセージから、例外は
com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value からスローされたことがわかります。スタック・トレース
には、「host= localhost」が含まれています。
Trace from server: 1198777258 at host issun2 >>
org.omg.CORBA.MARSHAL: Unable to read value from underlying bridge :
initial and forwarded IOR inaccessible:
Forwarded IOR failed with: java.net.ConnectException: Connection refused:
host=localHost,port=33507
Initial IOR failed with: java.net.ConnectException: Connection refused:
host=localHost,port=33507 vmcid: IBM minor code: 89A completed: No
at com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value(CDRInputStream.java:1993)
at
com.ascential.xmeta.shared.repository.core._EJSRemoteStatefulSandboxRemoteStatefulService
_4baa4bb1_Tie.executeQuery__CORBA_W StringValue__
CORBA_WStringValue__com_ascential_xmeta_crud_InternalQueryOptions__com_ascential
_xmeta_crud_InternalQueryCompil eOptions__java_util_Map(Unknown Source)
at com.ascential.xmeta.shared.repository.core.
_EJSRemoteStatefulSandboxRemoteStatefulService_4baa4bb1_Tie._invoke(Unknown Source)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatchInvokeHandler(ServerDelegate.java:614)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatch(ServerDelegate.java:467)
at com.ibm.rmi.iiop.ORB.process(ORB.java:439)
at com.ibm.CORBA.iiop.ORB.process(ORB.java:1761)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.respondTo(Connection.java:2376)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.doWork(Connection.java:2221)
at com.ibm.rmi.iiop.WorkUnitImpl.doWork(WorkUnitImpl.java:65)
at com.ibm.ejs.oa.pool.PooledThread.run(ThreadPool.java:118)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1475)

問題の解決
この問題を解決するには、WebSphere の Java を Java SDK 1.4.2 SR10 以降にアップグレードしてくださ
い。

サーバー・コールバック ORB の失敗
スタック・トレース内の情報を分析することで、サーバー・コールバックの失敗の原因を特定できます。

症状
次の固有のメッセージを受け取ります: Read beyond end of data. No fragments available.
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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原因
この失敗の原因は、既知の ORB の問題です。

問題の診断
スタック・トレース内に「read beyond end of data. No fragments available」メッセージがある場合、
この問題は既知の ORB の問題により発生した可能性があることを示しています。
Trace from server: 1198777258 at host green.bocaraton.ibm.com >>
org.omg.CORBA.MARSHAL: Unable to read value from underlying bridge :
No available data: Request 18:
read beyond end of data. No fragments available.
vmcid: IBM minor code: 89A completed: No
at com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value(CDRInputStream.java:1993)
at com.ascential.acs.security.auth.server.
_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.login(_EJSRemot
eStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.java:146)
at com.ascential.acs.security.auth.server.
_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie._invoke(_EJSRe
moteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.java:92)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatchInvokeHandler(ServerDelegate.java:614)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatch
(ServerDelegate.java:467)
at com.ibm.rmi.iiop.ORB.process(ORB.java:439)
at com.ibm.CORBA.iiop.ORB.process(ORB.java:1761)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.respondTo(Connection.java:2376)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.doWork(Connection.java:2221)
at com.ibm.rmi.iiop.WorkUnitImpl.doWork(WorkUnitImpl.java:65)
at com.ibm.ejs.oa.pool.PooledThread.run(ThreadPool.java:118)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1475)

問題の解決
暫定修正 PK76826 を適用して、IBM WebSphere Application Server をアップグレードしてください。

サーバー上のホスト・ファイルの問題
スタック・トレース内の情報を分析することで、サーバー・サイドでログインが失敗した原因を特定できま
す。

症状
「エントリー・ポイント・クライアントのオブジェクトのインスタンスを生成中にエラーが発生しました」
と示されたメッセージを受け取ります。

原因
サーバー上のホスト・ファイルのフォーマットが正しくありません。

問題の診断
スタック・トレースを分析します。クライアントからのスタック・トレースに、サーバー上のホスト・ファ
イルの問題が原因のエラーが含まれていることがあります。
com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin メッセージは、ログイン時に認証サービス
が原因でエラーが発生したことを示しています。com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.doLookup
(CNContextImpl.java:1784 メッセージは、サーバー・ルックアップ・プロセス中にエラーが発生したこと
を示しています。
com.ascential.asb.util.invocation.EntryPointInstantiationException:
An error occurred trying to instantiate an object of the entry point client
implementation "com.ascential.acs.security.auth.ejb.EJBAuthenticationService"
at com.ascential.asb.util.invocation.ejb.EJBServiceCreator.
<init>(EJBServiceCreator.java:125)
at com.ascential.acs.security.auth.ejb.EJBAuthenticationService.
<init>(EJBAuthenticationService.java:39)
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at com.ascential.acs.security.auth.JAASAuthenticationService.
getAuthService(JAASAuthenticationService.java:401)
at com.ascential.acs.security.auth.JAASAuthenticationService.
loginImpl(JAASAuthenticationService.java:381)
at com.ascential.acs.security.auth.JAASAuthenticationService.
login(JAASAuthenticationService.java:160)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService
.doLoginImpl(AuthenticationService.java:879)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:365) Caused by: javax.naming.NamingException:
Error during resolve [Root exception is org.omg.CORBA.INTERNAL:
initial and forwarded IOR inaccessible vmcid:
IBM minor code: 58C completed: No]
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.doLookup(CNContextImpl.java:1784)
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.doLookup(CNContextImpl.java:1707)
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.lookupExt(CNContextImpl.java:1412)
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.lookup(CNContextImpl.java:1290)
at com.ibm.ws.naming.util.WsnInitCtx.lookup(WsnInitCtx.java:145)
at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:363)
at com.ascential.asb.util.invocation.ejb.EJBServiceCreator.
<init>(EJBServiceCreator.java:120)

/etc/hosts エントリーが単一行フォーマットを使用している場合があり、それによって問題が発生するこ
とがあります。単一行フォーマットは次のエントリーに似ています。
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost machine_long_hostname machine_short_hostname

問題の解決
以下のような 2 行フォーマットを使用するように /etc/hosts エントリーを分割します。
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
<real ip address> machine_long_hostname machine_short_hostname

サーバー・リッチ・クライアントのログイン失敗
サーバー・リッチ・クライアントで、ログイン時に認証障害が発生することがあります。
スタック・トレースを分析して、ログインが失敗した原因と場所を特定します。

サーバーに到達できない
サーバーに接続することができず、スタック・トレース内で「Could not connect to server」というメッ
セージを受け取ります。

症状
v スタック・トレースがクライアント・サイドのものであり、「Trace from server」のメッセージが含ま
れていない。
v スタック・トレースが、ソケット接続エラーが発生したことを示している。
v エラー・メッセージにホスト名とポート番号が含まれている。
v 例外の発生元が RegistrationHelper 呼び出しである。
選択したドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。
Could not connect to server [purple1.bocaraton.ibm.com] on port [9080].
javax.security.auth.login.LoginException: Could not connect to server
[purple1.bocaraton.ibm.com]on port [9080].
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.getLoginException
(AuthenticationService.java:965)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:358)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManagerException:
Caught an unexpected exception.
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.
setContext(RegistrationContextManager.java:67)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:352)
Caused by: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelperException: Caught an
unexpected exception.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:567)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingConfigProperties
(RegistrationHelper.java:534)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:167)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:65)
... 1 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:336)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:201)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:188).........

原因
v クライアントのホスト・ファイル内に無効なエントリーがあります。
v サーバーの listen ポートが、ファイアウォールによってブロックされている可能性があります。
v サーバーがダウンしています。

問題の解決
v クライアント・システム上のホスト・ファイルを更新して、クライアントからサーバー・ホスト名を解
決できるようにしてください。
v WebSphere TCP/IP ポートがファイアウォールで開かれていることを確認してください。
v WebSphere Application Server が稼働していることを確認してください。

サーバー・コールバックの失敗
サーバーに接続することができず、スタック・トレース内で「initial and forwarded IOR inaccessible」
というメッセージを受け取ります。

症状
v スタック・トレースがサーバーからのものである (トレース内に「Trace from server」と記されていま
す)。
v 「initial and forwarded IOR」内でエラーが発生している。
v 例外の発生元が「com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value」である。
v クライアント IP がリストされている。
選択したドメインに対して現行ユーザーを認証できませんでした。
CORBA MARSHAL 0x4942f89a No; nested exception is: org.omg.CORBA.MARSHAL:
Trace from server: 1198777258 at host PURPLE1 >>
org.omg.CORBA.MARSHAL: Unable to read value from underlying bridge
: initial and forwarded IOR inaccessible:Forwarded IOR failed with:
java.net.SocketException: Operation timed out:
connect:could be due to invalid address:host=10.38.86.83,
port=3953Initial IOR failed with:
java.net.SocketException: Operation timed out: connect:could be due to invalid
address:host=10.38.86.83,port=3953 vmcid: IBM minor code: 89A completed: No
at com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value(CDRInputStream.java:1993)
at com.ascential.acs.security.auth.server.
_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.
login(_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.java:146)
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at com.ascential.acs.security.auth.server.
_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.
_invoke(_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.java:92)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatchInvokeHandler(ServerDelegate.java:614)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatch(ServerDelegate.java:467)
at com.ibm.rmi.iiop.ORB.process(ORB.java:439)
at com.ibm.CORBA.iiop.ORB.process(ORB.java:1761)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.respondTo(Connection.java:2376)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.doWork(Connection.java:2221)
at com.ibm.rmi.iiop.WorkUnitImpl.doWork(WorkUnitImpl.java:65)
at com.ibm.ejs.oa.pool.PooledThread.run(ThreadPool.java:118)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1475)
<< END server: 1198777258 at host PURPLE1
vmcid: IBM minor code: 89A completed: No
javax.security.auth.login.LoginException: CORBA MARSHAL 0x4942f89a No;
nested exception is: org.omg.CORBA.MARSHAL:

原因
v クライアントの IP アドレスがスタック・トレース内にリストされていて、サーバーからその IP アドレ
スに到達できません。
v クライアント・ポートがブロックされています。

問題の解決
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.1 リフレッシュ・パック 1 以降にアップグレードしてく
ださい。

localhost でのサーバー・コールバックの失敗
サーバーに接続することができず、スタック・トレース内で「Connection refused:host=localHost」とい
うメッセージを受け取ります。

症状
スタック・トレースに「host=localHost」が含まれています。
Trace from server: 1198777258 at host issun2 >>
org.omg.CORBA.MARSHAL: Unable to read value from underlying bridge
: initial and forwarded IOR inaccessible:
Forwarded IOR failed with: java.net.ConnectException: Connection
refused:host=localHost,port=33507
Initial IOR failed with: java.net.ConnectException: Connection
refused:host=localHost,port=33507 vmcid:
IBM minor code: 89A completed: No
at com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value(CDRInputStream.java:1993)
at com.ascential.xmeta.shared.repository.core.
_EJSRemoteStatefulSandboxRemoteStatefulService_
4baa4bb1_Tie.executeQuery__CORBA_WStringValue
__CORBA_WStringValue__com_ascential_
xmeta_crud_InternalQueryOptions__com_ascential
_xmeta_crud_InternalQueryCompileOptions__
java_util_Map(Unknown Source)
at com.ascential.xmeta.shared.repository.core.
_EJSRemoteStatefulSandboxRemoteStatefulService_
4baa4bb1_Tie._invoke(Unknown Source)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatchInvokeHandler
(ServerDelegate.java:614)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatch
(ServerDelegate.java:467)
at com.ibm.rmi.iiop.ORB.process(ORB.java:439)
at com.ibm.CORBA.iiop.ORB.process(ORB.java:1761)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.respondTo(Connection.java:2376)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.doWork(Connection.java:2221)
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at com.ibm.rmi.iiop.WorkUnitImpl.doWork(WorkUnitImpl.java:65)
at com.ibm.ejs.oa.pool.PooledThread.run(ThreadPool.java:118)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1475) <<END>>

原因
IBM WebSphere Application Server SDK が古いものです。

問題の解決
WebSphere Java SDK 1.4.2 SR10 以降をインストールしてください。

古い WebSphere Application Server SDK でのサーバー・コールバックの失敗
サーバーに接続することができず、スタック・トレース内で「Read beyond end of data. No fragments
available」というメッセージを受け取ります。

症状
スタック・トレースに次のメッセージが含まれています。 Read beyond end of data. No fragments
available
Trace from server: 1198777258 at host green.bocaraton.ibm.com >>
org.omg.CORBA.MARSHAL: Unable to read value from underlying bridge : No available data:
Request 18:read beyond end of data. No fragments available. vmcid: IBM minor code: 89A
completed: No
at com.ibm.rmi.iiop.CDRInputStream.read_value(CDRInputStream.java:1993)
at com.ascential.acs.security.auth.server.
_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_
Tie.login(_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.java:146)
at com.ascential.acs.security.auth.server.
_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_
Tie._invoke(_EJSRemoteStatelessAuthenticationService_e0d03809_Tie.java:92)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatchInvokeHandler(ServerDelegate.java:614)
at com.ibm.CORBA.iiop.ServerDelegate.dispatch(ServerDelegate.java:467)
at com.ibm.rmi.iiop.ORB.process(ORB.java:439)
at com.ibm.CORBA.iiop.ORB.process(ORB.java:1761)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.respondTo(Connection.java:2376)
at com.ibm.rmi.iiop.Connection.doWork(Connection.java:2221)
at com.ibm.rmi.iiop.WorkUnitImpl.doWork(WorkUnitImpl.java:65)
at com.ibm.ejs.oa.pool.PooledThread.run(ThreadPool.java:118)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1475)
<< END server: 1198777258 at host green.bocaraton.ibm.com

原因
ORB データのフラグメント化。これは既知の問題です。

問題の解決
v バージョン 8.1 リフレッシュ・パック 1 以降にアップグレードしてください。
v IBM WebSphere Application Server 暫定修正 PK77267 をインストールしてください。

サーバーからの無効アクセス情報
サーバーに接続することができず、スタック・トレース内で「Read beyond end of data. No fragments
available」というメッセージを受け取ります。

症状
v スタック・トレースがクライアント・サイドのものである (「Trace from server」というメッセージが
含まれていない)。
v 例外の発生元が、スタック・トレースの第 2 レベルの
com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.doLookup である。
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v 例外の発生元が、スタック・トレースの第 3 レベルの
com.ascential.asb.util.invocation.ejb.EJBServiceCreator である。
v スタック・トレースの最初のメソッドが
com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin である。
com.ascential.asb.util.invocation.EntryPointInstantiationException:
An error occurred trying to instantiate an object of the entry point client
implementation "com.ascential.acs.security.auth.ejb.EJBAuthenticationService"
at com.ascential.asb.util.invocation.ejb.EJBServiceCreator.<init>
(EJBServiceCreator.java:125)
at com.ascential.acs.security.auth.ejb.EJBAuthenticationService.<init>
(EJBAuthenticationService.java:39)
at com.ascential.acs.security.auth.JAASAuthenticationService.getAuthService
(JAASAuthentication
Service.java:401)
at com.ascential.acs.security.auth.JAASAuthenticationService.loginImpl
(JAASAuthenticationService.
java:381)
at com.ascential.acs.security.auth.JAASAuthenticationService.login
(JAASAuthenticationService.
java:160)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLoginImpl
(AuthenticationService.
java:879)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.
java:365)
Caused by: javax.naming.NamingException: Error during resolve [Root exception is
org.omg.CORBA.INTERNAL: initial and forwarded IOR inaccessible vmcid: IBM minor code:
58C completed: No]
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.doLookup(CNContextImpl.java:1784)
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.doLookup(CNContextImpl.java:1707)
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.lookupExt(CNContextImpl.java:1412)
at com.ibm.ws.naming.jndicos.CNContextImpl.lookup(CNContextImpl.java:1290)
at com.ibm.ws.naming.util.WsnInitCtx.lookup(WsnInitCtx.java:145)
at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:363)
at com.ascential.asb.util.invocation.ejb.EJBServiceCreator.
<init>(EJBServiceCreator.java:120)
... 6 more
Caused by: org.omg.CORBA.INTERNAL: initial and forwarded IOR inaccessible vmcid: IBM
minor code: 58C completed: No
at com.ibm.rmi.corba.ClientDelegate.createRequest(ClientDelegate.java:1213)
at com.ibm.CORBA.iiop.ClientDelegate.createRequest(ClientDelegate.java:1320)........

原因
v 一部の Linux コンピューターでは、次のエントリー 127.0.0.1 localhost.localdomain local host
machinelonghostname machineshorthostname を使用してホスト・ファイルが自動的に構成されます。
v サーバーには複数の IP アドレスがありますが、いずれか 1 つの IP アドレスがクライアントからアク
セスできません。

問題の解決
WebSphere Application Server 内の各エンドポイントのホスト名が、クライアントからアクセス可能な IP
アドレスとして解決されることを確認してください。
WebSphere Application Server のエンドポイント構成は、WebSphere 管理コンソールの「サーバー」->「ア
プリケーション・サーバー」->「server1」->「ポート」で見つけることができます。 エンドポイントに指
定されているサーバー名は、クライアントからアクセス可能な IP アドレスとして解決される必要がありま
す。IP アドレス 127.0.0.1 または IP アドレス 192.168.x.x は、通常、アクセスできません。
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ジョブ・デザインの問題のトラブルシューティング
InfoSphere DataStage の一部の問題は、ジョブ・デザインを変更することで訂正できることがあります。

IBM InfoSphere DataStage エラー: ジョブ xxx は別のユーザーがアクセ
ス中です
特定のジョブにアクセスできるのは一度に 1 ユーザーのみです。

症状
ジョブを表示できず、次のエラー・メッセージを受け取ります。
エラー: ジョブ xxx は別のユーザーがアクセス中です

原因
表示しようとしているジョブは、別のユーザーがアクセスしています。

問題の解決
以下のアクションを実行してください。
1. Web コンソールで、アクティブ・セッションを確認します。ジョブがリストされている場合、セッショ
ンを切断します。Web コンソールで、「管理」タブをクリックします。 「ナビゲーション」ペイン
で、「セッション管理」>「アクティブ・セッション」を選択します。 「アクティブ・セッション」ペ
インに、現在サーバーに接続されているユーザーが表示されます。
2. Universe ロックがないかどうか確認し、あればクリアします。
a. DataStage ディレクターを開始します。
b. 「ジョブ」>「リソースのクリーンアップ」を選択します。 「リソースのクリーンアップ」オプシ
ョンが無効になっている場合は、DataStage アドミニストレーター・クライアントを開始するステッ
プ i までスキップしてください。
c. 「プロセス」ペインで、「すべて表示」をクリックします。
d. 「ロック」ペインで、「すべて表示」をクリックします。
e. 「ロック」ペインで、目的のジョブ名まで「項目 ID」フィールドをスクロールしていきます。
f. ジョブに関連付けられた「PID/ユーザー #」をメモします。
g. 上部ペイン (「プロセス」) で該当の PID # をクリックします。
h. 「ロック」ペインで「プロセスごとに表示」をクリックします。
i. DataStage アドミニストレーターを開始します。
j. 「プロジェクト」タブで、目的のジョブを強調表示します。
k. 「プロパティー」をクリックします。
l. 「ディレクターでのジョブ管理を有効にする」にチェック・マークを付けます。
m. 「OK」をクリックします。
n. 「閉じる」をクリックします。
o. DataStage ディレクターを終了し、再起動します。
p. ステップ C から I を繰り返します。
q. dsadm ユーザーとしてサーバーにログインします。
r. DSEngine ディレクトリーにディレクトリーを変更します。
s. ./dsenv を入力して、dsenv ファイルを取り込みます。
t. ./bin/uvsh を入力して、DataStage プロンプトを出します。
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u. DataStage エンジンのプロンプト (>) で、「LOGTO projectname」を入力します。
v. LIST.READU EVERY を実行して、ロックをすべてリストします。
w. 目的のジョブ名または RT_CONFIG# か RT_LOG# (# はジョブ記述番号に一致) の「Item Id」列の
下にあるアクティブ・レコード・ロックを確認します。
x. これらのロックに関連付けられた Inode 番号とユーザー番号をメモします。
y. 「LOGTO UV」と入力します。 LOGTO コマンドが無効な場合は、次のコマンドを入力します。
CHDIR path_to_the_DSEngine_folder

UNLOCK コマンドは UV アカウントに登録されています。
z. 「UNLOCK INODE inode# USER user# ALL」と入力します。
aa. DataStage エンジンからログアウトするには、Q を入力します。
3. xmetaAdmin cleanupAbandonedLocks ユーティリティーを使用して、放棄されたロックをすべてクリアし
ます。xmetaAdmin cleanupAbandonedLocks ユーティリティーは、DataStage などの Information Server
スイート・アプリケーションが使用された際にそのまま放置されたセッション・ロックを Information
Server リポジトリーから削除します。UNIX または Linux の場合は root ユーザーとして、Windows の
場合は Administrator ユーザーとして、サービス層にログインします。
UNIX または Linux の場合:
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./xmetaAdmin.sh cleanupAbandonedLocks -dbfile ../conf/database.properties

Windows の場合:
cd c:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
xmetaAdmin.bat cleanupAbandonedLocks -dbfile ..¥conf¥database.properties

DataStage パラメーター・セット - 存在しないユーザーによってパラメー
ター・セットがロックされる
パラメーター・セットを編集できません。

症状
ユーザーが次のエラー・メッセージを受け取ります。
項目プロパティーを編集できません。パラメーター・セット <parametersetname>
はユーザー <username> によってロックされています。ユーザーは現在 DataStage に接続していません。
このユーザーのセッションが Web コンソールで見つかりませんでした。

原因
ユーザーは現在 DataStage に接続していません。 このユーザーのセッションが Web コンソールで見つか
りませんでした。

問題の解決
放棄されたロックをクリアするには、./IBM/InformationServer/ASBServer/bin ディレクトリーにある
xmetaAdmin cleanupAbandonedLocks ユーティリティーを実行します。 UNIX または Linux の場合は root
ユーザーとして、Windows の場合は Administrator ユーザーとして、サービス層にログインします。
UNIX または Linux の場合:
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cd /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin
./xmetaAdmin.sh cleanupAbandonedLocks -dbfile ../conf/database.properties

Windows の場合:
cd c:¥IBM¥InformationServer¥ASBServer¥bin
xmetaAdmin.bat cleanupAbandonedLocks -dbfile ..¥conf¥database.properties

ジョブのログへの排他的アクセス権限を取得できない
ジョブのログへの排他的アクセス権限を取得できないと、ジョブを削除できません。

症状
ユーザーが DataStage デザイナーからジョブを削除すると、以下のエラーを受け取ります。
項目を削除できません。 ’¥<path>¥<jobname>’ のオブジェクト削除が失敗しました。
ジョブ <jobname> のログへの排他的アクセス権限を取得できません

原因
ジョブの RT_LOG ファイルにロックがかけられたままです。

問題の解決
ジョブが実行中でないことを確認します。 ジョブが実行中の場合、可能であればジョブを停止します。
DataStage ディレクターから、ジョブを選択します。次に、「ジョブ」メニューをクリックし、「リセッ
ト」を選択します。デザイナーから、再度ジョブの削除を試行します。
それでも削除が失敗する場合は、次の指示に従って uvsh から手動でロックを削除してください。ここで、
’$’ は OS のプロンプト、’>’ は uvsh のプロンプトを示します。すなわち、それらは入力する必要があ
りません。
1. $DSHOME にディレクトリー変更します。これは、デフォルトでは ./IBM/InformationServer/Server/
DSEngine です。次のコマンド $ . ./dsenv を使用して、dsenv ファイルを取り込みます。
2. $ bin/uvsh コマンドを使用して uvsh を開始します。uvsh 内では、大文字を入力する際、シフト・キ
ーを押す必要はありません。シフト・キーを押すと小文字が入力されます。 シフト・キーの役割が通
常とは逆になります。 結果として、コピー・アンド・ペーストの動作もおかしくなるため、使用でき
ません。
3. UV のプロンプトで、プロジェクトにログオンします。 プロジェクト名は大/小文字の区別がありま
す。次のコマンドを使用します: LOGTO projectname
4. LIST DS_JOBS jobname コマンドを使用して、ジョブ記述番号を調べます。
5. LIST.READU EVERY コマンドを使用して、アクティブ・ロックをリストします。目的のジョブ名の
「Item Id」列の下にあるアクティブ・レコード・ロックを確認します。 RT_CONFIG# または RT_LOG#
も使用できます。ここで、# はジョブ記述番号です。
6. 有効でないロックの i ノード番号とユーザー番号をメモします。
7. UNLOCK コマンドが登録されている UV アカウントにログインします。
8. 次のコマンドを実行します: UNLOCK INODE inode# USER user# ALL
9. Q を入力して、uvsh からログアウトします。
10. デザイナーでジョブを削除します。
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InfoSphere DataStage プロジェクト作成時に発生する問題のトラブルシュ
ーティング
アドミニストレーター・クライアントまたは dsadmin コマンドを使用して IBM InfoSphere Information
Server をインストールしているときに障害が発生することがあります。

症状
アドミニストレーター・クライアントまたは dsadmin コマンドを使用して InfoSphere Information Server
をインストールしているときにプロジェクトの作成が失敗します。

原因
v リポジトリー・データベースの構成に誤りがある。
v 前回プロジェクトの作成が失敗したときのメタデータがリポジトリー・データベース内に残っている
v InfoSphere DataStage サーバー上にログ・ファイルを作成できない
v InfoSphere DataStage サーバーのロケールの構成が誤っている
v InfoSphere DataStage サーバーのロケールの構成が誤っている
v InfoSphere DataStage サーバー・プロセス (dsapi_slave) に JVM をロードできなかった
v ファイアウォール構成
v InfoSphere DataStage サーバー・システムとドメイン・システム間のトラステッド認証が失敗した
v InfoSphere DataStage がドメイン・システムにインストールされていなかった
v クライアント・システムでカスタマイズされたロケールの地域設定
v InfoSphere DataStage サーバー・システム上でディスク/パーティションがいっぱいになったか、ユーザー
の割り当て量が限界に達した
v プロジェクトの作成がアドミニストレーター・クライアント内の「デモ・ファイルを初期化します...」
で失敗している
v AIX 上でスタック実行不可 (SED) が有効になっている
v XMETA 用の表スペースを拡大できない
v 副次索引の更新中にエラーが発生した

問題の診断
dstage_wrapper_trace_N.log から、問題の場所がわかります。これらのログ・ファイルの中には、お客様
サポートへの問い合わせが必要なものもありますが、一部のエラーは解釈可能であり、問題を解決できま
す。
エラー・メッセージを見つけます。 エラー・メッセージの場所はプロジェクトの作成をどのように開始し
たかに基づいて変わります。
インストール
/opt/IBM/InformationServer/logs/ にあるインストール・ログで「RUN BP DSR_QUICKADD.B」を検
索してください。このテキストの後に続く数行がエラー・メッセージです。
アドミニストレーター・クライアント
エラー・メッセージは、メッセージ・ボックス内に表示されます。
dsadmin コマンド
エラー・メッセージは、コンソールに表示されます。
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エラー・メッセージを見つけた後、InfoSphere DataStage サーバー・システム上のログ・ファイル内で、よ
り詳しいエラー情報を検索できます。ログは、次のファイル・パスにあります: /home/
_Credential_Mapped_Username_/ds_logs/dstage_wrapper_trace_N.log
v N は、1 から 20 の数値であり、過去 20 回分の InfoSphere DataStage セッションそれぞれに対応する
ログ・ファイルを示しています。
v _Credential_Mapped_Username_ は、Web 管理コンソールで証明情報がマップされる先の InfoSphere
DataStage サーバー・ユーザー名です。
これらのログは、${user.home}/ds_logs に保管されます。ここで、${user.home} は、証明情報のマップ先の
ユーザーまたはインストール時に作成されるプロジェクトのインストールを実行したユーザーのホーム・デ
ィレクトリーです。 Windows システムの場合、ユーザーのホーム・ディレクトリーは C:¥Documents and
Settings¥_Credential_Mapped_UserName_ です。
dsrpcd および子プロセスをトレースすることで、プロジェクトの作成にかかわる問題の原因を絞り込むた
めに IBM サポートが利用することができる、有益な情報を生成できることがあります。プロセスのトレー
ス方法はオペレーティング・システムごとに異なりますが、以下に例をいくつか示します。
AIX: "truss -o /tmp/dsrpcd_truss.out -fp <dsrpcdPID&gt;"RedHat:
"strace -fp <dsrpcdPID&gt; &gt; /tmp/dsrpcd_strace.out"

これらのコマンドは、実行中の dsrpcd プロセスにアタッチし、そのプロセスとその子プロセスによって以
降のクライアント/サーバー・セッション中に実行されるすべてのシステム呼び出しを記録します。例え
ば、アドミニストレーター・クライアントまたは dsadmin コマンド・ラインからプロジェクトを作成する
ための呼び出しも記録されます。
JVM 初期設定の詳しい診断情報を生成するためには、すべてのライブラリーが正常にロードされた後、
JVM 始動トレースを使用可能にします。以下の行を /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv
に追加します。
XMOG_TRACE_LEVEL=TraceVerbose
XMOG_TRACE_FILE=/tmp/xmogtrace.txt
export XMOG_TRACE_LEVEL
export XMOG_TRACE_FILE

Windows の場合、これらのトレース・オプションは、「システム制御」パネルを使用してシステム環境変
数として設定できます。これらの変数を追加した後は InfoSphere DataStage サーバーのエンジン・プロセ
スを再始動すること、これらの環境変数が必要でなくなったら変数を削除することを忘れないでください。
リポジトリー・データベースのトレースを使用可能にします。 リポジトリー・データベースにデータを設
定するコードのトレースを使用可能にするには、以下のステップを実行します。
1. InfoSphere DataStage サーバー・システム上で、/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf/ に
NewRepos.debug.properties というファイルを作成します。ファイル名は、大/小文字の区別がありま
す。
2. ファイルに以下の 3 行を追加します。
log4j.logger.com.ascential.dstage=DEBUG
log4j.logger.com.ibm.datastage=DEBUG
NewRepos.spy.trace=true

これで、次回、プロジェクトを作成するとき、dstage_wrapper_trace_N.log に詳しいトレース情報が含ま
れるようになります。終了したら、NewRepos.debug.properties ファイルは必ず削除してください。さら
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に、dstage_wrapper_spy_N.log などのスパイ・トレース・ファイルもログ・ファイルと同じディレクトリ
ー内に生成されます。これらのファイルは下位のメソッド呼び出しの詳細な記録を含むため、大きくなる可
能性があります。
プロジェクトの作成を手動で実行します。 プロジェクトの作成コードは、コンソールに何も出力しない
dsapi_slave プロセスのコンテキスト内で実行されます。/opt/IBM/InformationServer/logs/ にあるドメイ
ン・インストール・ログ・ファイルから RUN BP DSR_QUICKADD.B コマンド・ライン全体を見つけてくださ
い。
コンソール出力を表示できるように、次のコマンドを使用して、プロジェクトの作成コードを実行します。
Linux および UNIX
1. cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
2. ./dsenv
3. bin/uvsh
4. RUN BP DSR_QUICKADD.B <<i>arguments from log file</i>&gt;
5. QUIT
Windows
1. cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine
2. bin/uvsh
3. RUN BP DSR_QUICKADD.B <arguments from log file> <newProjectName>
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥<newProjectName> CREATE
4. QUIT

問題の解決
リポジトリー・データベースの構成に誤りがある
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした」、「無効
なノード名: %1
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは
Unique constraint violation でした。
これらのタイプのエラーは、一般的にリポジトリー・データベースが更新を試みているときにエラ
ーを返すことで発生します。dstage_wrapper_trace_N.log ファイルが、正確なデータベース・エ
ラーについてより具体的な詳細を含んでいる可能性があります。
リポジトリーを実行しているデータベースのタイプによっては、詳細情報を含んでいるデータベー
ス・ログも存在する場合があります。 DB2® には、更新が失敗した正確な理由を見つけるために実
行できる db2diag ツールがあります。典型的な失敗の理由は、ディスク・スペースの不足やメモリ
ー構成の問題です。
リポジトリー・データベース・エラーの場合は、インストール・メディアで提供されたスクリプト
を使用してデータベースが作成されたことを確認することが重要です。 これらのスクリプトは、
プロジェクトの作成の問題を引き起こす可能性がある重要なデータベース・パラメーターを構成し
ます。
正しい文字セットを使用してデータベースが作成されていることも重要です。インストール・メデ
ィアにあるデータベース作成スクリプトの資料では、通常、UTF16/32 を指定しています。異なる
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文字セットを使用した場合、保管されるメタデータの一部が壊れたり、予期しない主キー違反が発
生したりする恐れがあります。誤った文字セットを使用していた場合、製品を再インストールする
必要があります。
このレベルのエラーについては、WebSphere Application Server のログに詳細情報が含まれている
可能性があります。SystemOut.log ファイルと SystemErr.log ファイルが、次のディレクトリー
...WebSphere/AppServer/profiles/_profile_name_/logs/server1/ にあります。
前回プロジェクトの作成が失敗したときのメタデータがリポジトリー・データベース内に残っている
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
この問題は 8.0.x システムのみで発生します。dstage_wrapper_trace_N.log ファイル内で「ユニ
ーク制約違反」エラーを探すことで特定できます。プロジェクトの作成が失敗した後、リポジトリ
ーからメタデータを完全に削除しなかった場合に、このエラーが発生する可能性があります。
InfoSphere DataStage にプロジェクトが表示されていない場合でも、同じ名前のプロジェクトを作
成しようとするとこのエラーになります。
この問題の解決策は、別の名前でプロジェクトを作成することです。または、IBM サポートが、残
っているデータをリポジトリーから削除するツールやその方法についての説明を提供します。
DataStage サーバー上にログ・ファイルを作成できない
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは
log4j:ERROR setFile(null,true) call failed でした
メタデータ・リポジトリーにデフォルトのプロジェクトの内容が取り込まれる直前に、InfoSphere
DataStage サーバー・システム上の /home/_Credential_Mapped_Username_/ds_logs/ にログ・ファ
イルが作成されます。このログ・ファイルを作成できない場合、プロジェクトの作成は失敗しま
す。Windows コンピューターの場合、ユーザーのホーム・ディレクトリーは C:¥Documents and
Settings¥_Credential_Mapped_UserName_ です。
このログが作成されないことのよくある理由は、ユーザーのホーム・ディレクトリーがそもそも存
在しないためか、ユーザーがホーム・ディレクトリーに対する適切な権限を持っていないためで
す。
InfoSphere DataStage サーバーのロケールの構成が誤っている
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは
Unmatched quotation marks でした
この問題の根本的な原因は、DataStage サーバー・システムのロケール構成が正しくないことにあ
ります。プロジェクトの作成時にホスト名コマンドが実行されることで、この問題が現れます。コ
マンドは、正しいホスト名を返す代わりに、プロセスが「ロケールを正しく設定できませんでし
た」というエラーを返します。
InfoSphere DataStage サーバー・プロセス (dsapi_slave) に JVM をロードできなかった
8.0.x メッセージ: 接続が解除されています (81002)
JVM (Java 仮想マシン) のロードが失敗する理由はいくつかあります。ロードが失敗すると、
dsapi_slave プロセスが停止し、その結果、クライアント上でエラー 81002 などの接続切断エラー
が発生します。
コア・ファイルが生成された場合は、それを使用して、プロセスが停止した原因を判別できます。
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この問題の考えられる原因は以下のとおりです。
v LIBPATH (またはこれに相当するもの) が長過ぎるため、バッファー・オーバーフローが発生し
た。これは、アドミニストレーター・クライアントで「コマンド」ボタンを使用して env コマ
ンドを実行することで確認できます。LIBPATH の内容が重複している場合は、高い確率で
dsenv が 2 回取り込まれています。uv -admin -start コマンドで InfoSphere DataStage サーバ
ーのエンジン・プロセスを開始するときは、dsenv を取り込む必要はありません。
v クライアント・システム、サーバー・システム、およびドメイン・システム上のパッチに互換性
がないか、いずれかのシステムでパッチが欠落している。各システムの version.xml ファイル
を調べると、どのパッチがインストールされているか確認できます。該当するすべてのシステム
にパッチがインストールされていることを確認してください。
v IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv ファイル内で、LDR_CNTRL などの環境変数が
追加または変更された。一般的には、IBM からの指示がない限り、dsenv 内の LDR_CNTRL 設
定は変更しないでください。
v オペレーティング・システムのカーネル・パラメーターに矛盾がある。
ファイアウォール構成
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラー:
com.ascential.xmeta.exception.ServiceException
InfoSphere DataStage サーバー・システムは、ドメイン・システムと通信する必要があり、それら
のシステムが別々のサーバー上にある場合は、それらのシステム間で所定のポートが開かれている
必要があります。
この問題は、dstage_wrapper_N.log ファイル内で次のエラー「接続が拒否されました。
host=<hostname>,port=2809」を調べることで確認できます。ファイアウォールが適切に構成され
ていることを確認し、InfoSphere DataStage サーバー・システムから Telnet <hostname> <port> を
使用して、ポートがアクセス可能であることを確認してください。
必要なファイアウォールの構成については、インストール・ガイドを参照してください。
InfoSphere DataStage サーバー・システムとドメイン・システム間のトラステッド認証が失敗した
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは
Mapping failed to copy attributes: MetaTable -> DSTableDefinition (EObject: null,
MetaTable) でした
InfoSphere DataStage サーバー・システムは、トラステッド認証というプロセスによってドメイ
ン・システムで認証されます。このプロセスは、明示的なユーザー名およびパスワード認証の代わ
りに、セキュアな証明書交換を使用します。 このプロセスが失敗すると、プロジェクトの作成も
失敗します。 トラステッド認証障害は、InfoSphere DataStage サーバー ds_logs 内の「NULL セッ
ション」と書かれた複数の例外によって識別されます。
この失敗の理由はさまざまです。
v InfoSphere DataStage サーバーが、Windows システムの C:¥IBM¥InformationServer にインスト
ールされている場合。クライアントを他のディレクトリーにインストールすると、証明書の交換
が失敗することがあります。証明書の交換が失敗すると、プロジェクトの作成は失敗します。詳
しくは、技術情報 #1409412 および APAR JR34441 を参照してください。
v トラステッド・セッションの数が上限に達したため、新規セッションを開始できません。 これ
は、WebSphere ログ内の「限度を超えました」というエントリーで識別されます。そのような場
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合、WepSphere Application Server を再始動すると、すべてがクリアされ、新規セッションを作
成できるようになり、プロジェクトの作成も成功します。
DataStage がドメイン・システムにインストールされていなかった
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは
Mapping failed to copy attributes: MetaTable -> DSTableDefinition (EObject: null,
MetaTable) でした
ドメインと InfoSphere DataStage サーバーを異なる物理サーバーにインストールすると、DataStage
サーバーのインストール済み環境では、InfoSphere DataStage がドメイン上にインストールされて
いない場合、インストーラーで指定されたプロジェクトを作成できません。これらのエラーは、イ
ンストール・ログで見つけることができます。
さらに、アドミニストレーター・クライアントまたはコマンド・ラインを使用するプロジェクトの
作成を試行すると失敗します。 これら両方のケースで、例外には「URI "http:///1.1/
DataStageX.ecore" を持つパッケージが登録されていません」と表示されます。
インストーラーを再実行し、InfoSphere DataStage を選択し、他のコンポーネントをクリアする
と、InfoSphere DataStage をドメイン・システムに追加できます。
クライアント・システムでカスタマイズされたロケールまたは地域設定
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: 無効なノード名 %1
カスタマイズされた短い日付形式 (例えば、ddd dd/MM/yyyy) を使用するように地域言語設定が変
更されると、DataStage アドミニストレーター・クライアントが誤った日付情報を DataStage サー
バーに送信するようになることがあり、それによってプロジェクト作成が失敗します。この問題に
対応するパッチを APAR JR34770 から入手できます。
InfoSphere DataStage サーバー・システム上でディスク/パーティションがいっぱいになったか、ユーザー
の割り当て量が限界に達した
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは
log4j: ERROR failed to flush writer でした
プロジェクトの作成操作では、InfoSphere DataStage サーバー・システム上で、この資料の先頭に
記載したパスに dstage_wrapper_trace_N.log というログ・ファイルが作成されます。ディスク/パ
ーティションがいっぱいになるか、証明情報のマップ先ユーザーのディスク割り当て量が限界に達
すると、ログの作成は失敗します。必要に応じてスペースを解放し、操作を再試行してください。
プロジェクトの作成がアドミニストレーター・クライアント内の「デモ・ファイルを初期化します...」で
失敗している
8.5 メッセージ: プロジェクト作成中に、プロジェクト <name> を不安定な状態にする可能性のあ
るエラーが検出されました。原因: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エ
ラーは <date timestamp> java.utils.prefs.FileSystemPreferences$2 run でした。
このエラーは、Java プリファレンス・データの書き込みで問題があったことを示しています。
この問題の原因は、以下の項目のいずれかです。
v SE (Security Enhanced) Linux が使用可能である。
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v プロジェクトを作成しようとしているユーザー ID が書き込むローカル・ホーム・ディレクトリ
ーがない。
SELinux が使用可能な場合は、使用不可にしてください。
SELinux がインストールされ、enforcing モードで作動しているかどうかを確認するには、以下のい
ずれかのアクションを実行します。
v /etc/sysconfig/selinux ファイルを確認する。
v sestatus コマンドを実行する
v /var/log/messages ファイルで SELinux Notice を確認する (Notice のフォーマットは RHEL 4
と RHEL 5 で異なる可能性があります。)
SELinux を使用不可にするには、以下のいずれかのアクションを実行します。
v permissive モードに設定し、スーパーユーザーとして「setenforce 0」コマンドを実行する。
v /etc/sysconfig/selinux を変更し、システムを再始動する。
ユーザー ID のホーム・ディレクトリーがない場合は、書き込み権限 (766) を指定してローカル・
ホーム・ディレクトリーを作成し、ローカル dstage グループの一部としてそのグループを設定し
てください。
AIX 上でスタック実行不可 (SED) が有効になっている
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: 実行中の 'DSR_CREATE.PROJECT.B TestJVM' が失敗したため、JVM を
DataStage サーバー・プロセスにロードできることを確認できません。
AIX でスタック実行不可 (SED) が有効になっている場合、プロセス・データ領域内に生成される
コードを実行しようとすると、JIT (Just-In-Time) コンパイラーが失敗します。このエラーは、埋め
込み JVM が組み込まれているすべての InfoSphere DataStage 実行可能項目で発生します。この問
題の解決策は、システム・レベルで SED をオフにし、システムを再始動することです。SED をオ
フにするには、sedmgr -m off コマンドを使用します。
XMETA 用の表スペースを拡大できない
8.0.x メッセージ: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは -1 でした
8.1 以降のメッセージ: DSR.ADMIN: DR エレメントの作成でエラーが発生しました。エラーは 保存
できませんでした
SystemOut.log には、次のエラーが表示されることがあります。
Oracle}ORA-01653: 表 XMETAUSER.LOGGING_LOGGINGEVENT1466CB5F
を拡張できません (128 分、表領域 XMETA)

XMETA に DB2 を使用している場合、<db2instance_home>/sqllib/db2dump/db2diag.log ファイ
ルでエラーを調べてください。
この問題を解決するには、表スペースを増やし、操作を再試行してください。 部分的に作成され
たプロジェクトの手動削除が必要になることがあります。これを実行するには、次の資料
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021312 を参照してください。
副次索引の更新中にエラーが発生した
エラー・メッセージ: DSR.ADMIN: 副次索引の更新中にエラーが発生しました。状況コード = -135
DSJE_ADDPROJECTFAILED
「副次索引の更新中にエラーが発生しました」エラーの既知の原因は、/opt/IBM/
InformationServer/Server/Template ディレクトリー内で I_* ディレクトリーが 1 つ以上欠落し
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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ているためです。バージョンとパッチ・レベルが同一の、使用可能な InfoSphere DataStage エンジ
ン・インストール済み環境がもう 1 つある場合は、その作業エンジンから Template ディレクト
リーをコピーし、そのディレクトリーを使用して、問題のあるエンジンの Template ディレクトリ
ーを置き換えることができます。ただし、最初に既存の Template ディレクトリーをバックアップ
してください。パッチ・レベルが異なる作業エンジンから Template ディレクトリーを取得した場
合、問題のあるエンジンの一部のパッチが無効になる恐れがあります。

ジョブ失敗のトラブルシューティング
ジョブの開始が失敗する理由はいくつかありますが、原因を特定し、問題を解決できます。

システム・リソース不足の問題
一部のジョブ失敗は、ホスト・システムがリソースを使い尽くしたときに発生します。

InfoSphere DataStage パラレル・ジョブを作成するためのリソースが使用できない
システム・リソースが制限されると、InfoSphere DataStage はパラレル・ジョブを作成できません。

症状
以下のメッセージを受け取ります。
fork() が失敗したため DataStage パラレル・ジョブが失敗しました。リソースが一時的に使用不可です

原因
このエラーは、実行時にジョブが必要とするプロセスの一部をオペレーティング・システムが作成できない
場合に発生します。 残念ながら、失敗の正確な理由は不明です。この問題は、以下の理由のために UNIX
および Linux オペレーティング・システムで発生します。
v 最大プロセス数の限界に達した。
v カーネルのオープン・ファイル数または最大オープン・ファイル数の限界に達した。
v スワップ・スペースの割り振りまたは事前割り振りが超過した。

問題の解決
プロセス数およびファイル数の制限を特定および変更するための正確な方式は、UNIX および Linux オペ
レーティング・システムの種類によって異なります。この作業には、オペレーティング・システムのシステ
ム管理者による支援が必要です。
これらの制限を調整できない場合、または環境で指定できる最大の制限を設定してもエラーが続く場合は、
ジョブ・ランタイムがその環境には大き過ぎるため、ジョブ・ランタイムの規模を縮小する必要がありま
す。これによりパフォーマンスは低下する可能性がありますが、ジョブは完了することができます。 プロ
セスの数を減らすには、以下の方式を使用できます。
v APT_CONFIG_FILE の論理ノードの数を減らす。
v APT_DISABLE_COMBINATION が設定されていないことを確認する。
AIX では、「lsattr -E -l sys0 | grep maxuproc」コマンドを使用して、maxuproc 変数の現行値を表示
できます。
大きなジョブを実行する環境の場合、MAXUPROC = 1000 が妥当な設定です。 この値を最適化するに
は、毎日実行されるプロセスの数を時間をかけてモニターし、その後、適切な値を設定します。以下に、
dsadm ユーザーに属すプロセスの数をモニターするために使用できるサンプル・シェル・スクリプト・コ
ードを示します。 このスクリプトは 365 回ループし、5 秒ごとに計測します。
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#!/bin/sh
COUNTER=360
rm dsadm_count.txt
until [ $COUNTER -lt 0 ]; do
let COUNTER-=1
sleep 5
date >>dsadm_count.txt
ps -ef | grep dsadm |wc -l >> DSADM_uproc_values.txt
done

Windows オペレーティング・システムの場合、特別な考慮事項があります。大きなジョブ用に Windows
環境を調整する方法については以下の関連技術情報を参照してください。 Tuning Windows Environments

InfoSphere DataStage エラー「xxx 上のセクション・リーダーが停止しました」
このエラーは、リソースが一時的に使用できなくなり、コンダクター・プロセスがタイムアウトになると発
生します。

症状
InfoSphere DataStage ジョブが次のメッセージで失敗します。
main_program: xxx 上のセクション・リーダーが停止しました。

原因
この「xxx 上のセクション・リーダーが停止しました」エラーは、一時的にリソースが使用可能でなくなる
ことに関係しています。 コンダクター・プロセスが、正常に開始したプレイヤー・プロセスから確認応答
を受け取らなかったためにタイムアウトになっています。

問題の診断
システム・ログを確認して、InfoSphere DataStage ジョブの実行時にシステムの問題が発生していなかった
かどうか判別します。

問題の解決
APT_PM_NODE_TIMEOUT 環境変数を高い値に設定することで、この問題を回避できます。
APT_PM_NODE_TIMEOUT 環境変数で、セクション・リーダーが始動してスコアをロードするのをコンダ
クターが待機する秒数 (この秒数が経過するとコンダクターは何かが失敗したと判断します) を制御しま
す。この環境変数を高い値に設定すると、タイムアウトになるまでコンダクターが待機する時間を延ばすこ
とができ、将来的にこのエラーの回避につながる可能性があります。セクション・リーダー・プロセスを始
動するまでのデフォルトは 30 です。 スコアをロードするまでのデフォルトは 120 です。
APT_PM_NODE_TIMEOUT を 300 に設定します。この解決方法によって、エラー・メッセージは解消され
る可能性がありますが、システム上のリソースの可用性も解決されるとはかぎりません。 「パラレル・ジ
ョブ上級開発者ガイド」で、この環境変数 APT_PM_NODE_TIMEOUT についての注記を参照してくださ
い。
ジョブ始動プロセスのタイムアウトを延ばす必要がある場合は、エンジン層ハードウェアが過負荷になりつ
つあることを示しています。 起動時間を短いまま維持するには、同時実行するジョブの数を減らすことを
お勧めします。

内部通信のセットアップ・エラー (fifo RT_SCTEMP/jobName.fifo) ファイル
症状
InfoSphere DataStage ジョブが次のエラー・メッセージで失敗します。
メッセージ: 内部通信のセットアップ・エラー (fifo RT_SCTEMP/jobName.fifo)
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DataStage が、ジョブの一時 fifo ファイルを、そのジョブを所有するプロジェクト内の RT_SCTEMP ディ
レクトリーで作成、削除、読み取り、および書き込みできません。

原因
エラーは以下のような理由で発生します。
v ファイルがロックされているため、InfoSphere DataStage がファイルを処理できない。
v ファイル許可が不十分であるか、それ以外のファイル・システムの問題のために、InfoSphere DataStage
がファイルを処理できない。
v ウィルス・スキャンまたはバックアップ・プログラムが、一時ディレクトリーまたはスクラッチ・ディ
レクトリーへの fifo ファイルの書き込みを妨害している。これについては、次の技術情報
https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21445893&wv=1 で説明しています。

問題の解決
失敗した原因がロックの場合は、ロックの状況を記述した詳細なテキストがエラーの最後にあるか、後続メ
ッセージ内にあります。以下に例を示します。
内部通信のセットアップ・エラー (fifo RT_SCTEMP/MyTestJob.fifo LOCKED
STATUS () -1)。ファイルはロックされています。

その場合、ジョブのロックをクリアする方法については、次の技術情報 https://www-304.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21438482 の説明を参照してください。
問題の原因がロックでない場合は、以下のチェックリストを検討して、このエラーによくある他の原因を解
決してください。
v 特にすべてのジョブが DSADM などの共通したユーザー ID によって実行される場合、ジョブ実行時の
ファイル制限を確認します。 ジョブを実行できない場合でも、Administrator Clientからコマンドを実行
することで、ジョブ・ランタイムで使用される制限を確認できます。Administrator Clientにログインし、
失敗しているプロジェクトを選択し、「コマンド」ボタンをクリックしてからコマンド「sh ulimit
-a」を入力します。コマンドが 2048 より小さい数値を返す場合は、値を増やすことを検討してくださ
い。ビジー・システムの場合、制限をより高くする必要があります。そのような場合、制限を設定する
コマンドを $DSHOME/dsenv スクリプトに追加できます。例えば、「ulimit -n 10240」とすると、制限
は 10240 に増えます。制限を変更した後は、InfoSphere DataStage を停止し、再始動する必要がありま
す。テストを再実行して、新しい制限が有効になっていることを確認してください。
v RT_SCTEMP ディレクトリーを含んでいるボリューム上の使用可能なスペースを確認します。失敗してい
るジョブを含んでいるプロジェクトの名前が「MyProject」であれば、RT_SCTEMP へのパスは、次のパ
ス「/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/MyProject/RT_SCTEMP」のようになります。
v RT_SCTEMP ディレクトリーおよびこのディレクトリー内のファイルの許可を確認します。 ジョブ・ロ
グ内のイベント・メッセージから、ジョブを実行しているユーザー ID を特定できます。そのユーザー
ID に、このディレクトリーおよびこのディレクトリー内のファイルに対する読み取りおよび書き込みの
許可が、所有者 ID、グループ・メンバーシップ、または PUBLIC 権限によって付与されていることを
確認してください。許可の問題かどうかを確認する簡単なテストとして、すべてのユーザーがそこに書
き込みできるように、ディレクトリー許可を一時的に 777 に設定する方法があります。
v DSADM または失敗しているジョブを実行するユーザー ID がこのディレクトリーにファイルを作成で
きることを、以下のステップに従って確認します。
– 失敗しているジョブを実行するユーザー ID として、オペレーティング・システムにログインしま
す。
– ディレクトリーを InformationServer/Server/Projects/projectname/RT_SCTEMP ディレクトリーに変
更します。
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– 次のコマンドを入力します。touch test.fifo
– 上記のコマンドが失敗する場合、そのユーザー ID はその場所でファイルを作成することができない
ため、InfoSphere DataStage ジョブを正しく実行するには、まずこの問題を解決する必要があります。
この問題の原因がロックでなければ、この InfoSphere DataStage のエラーは、一時 fifo ファイルを正しく
作成、読み取り、書き込み、または削除できない場合に発生します。テストを行ってもファイル・システム
の入出力の問題の原因を切り分けることができない場合は、失敗しているジョブを開始する dsapi プロセ
スのシステム・トレースを実行する必要がある可能性があります。システム・トレースを使用して、失敗し
ているオペレーティング・システム・プロセスを特定します。

InfoSphere DataStage ジョブが「表ファイルをマップできませんでした」というメッ
セージで失敗する
メモリーがフラグメント化されたり、Lookup で使用されるデータの量が制限を超えたりすると、ジョブは
失敗し始めます。

症状
Information Server または InfoSphere DataStage ジョブが次のメッセージで失敗します。
表ファイルをマップできませんでした

ルックアップ・データをメモリーにロードするとき、またはルックアップ・ファイルを作成するときに
DataStage が失敗します。

原因
同時に実行されている他のアプリケーションが存在し、InfoSphere DataStage が使用できなくなったリソー
スをそのアプリケーションが使用している可能性があります。LPAR の作成または移動によって、使用可
能メモリーが再構成された可能性があります。 ハード・リミットの設定をより高くしている場合でも、
AIX では ** LDR_CNTRL 環境設定によって ulimit -d (data) 設定が制限されることがあります。
InfoSphere DataStage が Lookup に割り振ることができるメモリーの量には制限があります。
デザイナー内で、ある単一 Lookup ステージに複数のルックアップ入力があるとします。このようなステ
ージは、生成される OSH スクリプト内で対応する同数の Lookup オペレーターを分析します。各 Lookup
オペレーターは、構成ファイルで定義されたそれぞれのパーティションごとに 1 つの物理プロセスを保持
します。各物理プロセスは、32 ビット・アプリケーションであるため、アドレス指定できるのは最大 2
GB のメモリーになります。 Windows 版の InfoSphere DataStage パラレル・エンジンは、32 ビット・ポ
インターでのみ使用できます。
各ルックアップは連続メモリーの割り振りを必要とします。 各プロセスは InfoSphere DataStage 環境の
ulimit 設定に制限されます。この ulimit 設定は、AIX では LDR_CNTRL によって制限されることがあり
ます。各ルックアップ・データ・セットは、デフォルトで「全体」パーティション方式を使用します。
「全体」パーティション方式の場合、使用されるメモリー・セグメントは 1 つで、それが物理サーバーの
すべてのパーティションで共有されます。 この方式は構成ファイル内の fastname オプションによって定
義されます。
MPP 環境の場合は、各サーバーがメモリー・セグメントのコピーを個別に保持します。 「全体」または
「自動」以外のパーティション方式を使用すると、各パーティションは、メモリー内にあるそれぞれのデー
タのコピーを使用し、使用できるメモリーは 2 GB または ulimit -d (data)** までになります。これが最も
制約の厳しい方式です。 ルックアップ・データはすべてスクラッチ内の 1 ファイルへと処理され、その後
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メモリー内の mmap 構造体にロードされます。mmap 関数は C++ 関数です。 この構造体の割り振りには
連続メモリーが必要です。この割り振りは、ルックアップのどのソース・データの処理よりも前に行われま
す。

問題の解決
よりスケーラブルなジョブになるようデザインしてください。 デフォルトで、Lookup ステージは、ルッ
クアップ・データに「全体」パーティション方式を使用します。 これにより、ソース・データがどのパー
ティション内にあるかに関係なく、すべてのルックアップ・データをマッチングに使用できるようになりま
す。
ハッシュ・パーティションを使用します。ソース・データとルックアップ・データの両方に対し、ルックア
ップ・キーに基づいてハッシュを作成します。ルックアップ・データの量の増加にあわせて構成ファイルに
ノードを追加することで、より多くのプロセスおよびメモリー・セグメントにデータを分散させるようにし
てください。

複数サーバーにまたがる複数ノードを使用するジョブ実行でパラレルの開始が失敗する
構成エラーのためにパラレル・ジョブが失敗することがあります。

症状
単一サーバー上の複数ノードを実行するようセットアップされている構成ファイルを使用するパラレル
InfoSphere DataStage ジョブが、次のエラーで失敗します。
メッセージ: main_program: **** パラレルの開始が失敗 ****

原因
この「パラレルの開始が失敗」エラーの全文に、問題の考えられる原因に関する追加情報が記載されていま
す。 問題の原因は、たいてい次のような構成エラーのいずれかです。
この問題は、構成エラーによって発生します。
v Orchestrate® インストール・ディレクトリーが適切にマウントされていないノードがある。
v /etc/hosts.equiv または .rhosts で rsh 許可が正しく設定されていない。
v 一部のノードにマウントされていないディレクトリーからジョブが実行されている。
サーバー・ログ内で「開始が失敗」メッセージの前にあるメッセージが、失敗の原因に関する詳細情報を含
んでいます。
サイトが、複数のサーバー上で複数のノードを実行しようとしている状況では、上の記述で正しいです。
ssh または rsh およびパラレル処理のセットアップの詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。
v リモート・シェルとセキュア・シェルの構成
v パラレル処理環境の構成
単一サーバー上ですべてのノードを実行している場合、「パラレルの開始が失敗」メッセージは通常、サー
バー上で、構成ファイルに定義されている fastname と hostname コマンドによって出力された名前とが一
致しないことを示します。標準的なノード構成ファイルでは、各ノードが実行されるサーバー名は
/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/default.apt 内の fastname で示されます。
{
node "node1"
{fastname "server1"
pools ""
resource disk "/opt/resource/node1/Datasets" {pools ""}
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resource scratchdisk "/opt/resource/node1/Scratch" {pools ""}
}
node "node2"
{
fastname "server1"
pools ""
resource disk "/opt/resource/node2/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/resource/node2/Scratch" {pools ""}
}
}

問題の診断
InfoSphere DataStage サーバーにログインし、オペレーティング・システムのコマンド・プロンプトで
hostname コマンドを入力します。
出力されるホスト名が、ローカル・ノードに定義されている fastname と完全に一致すれば、ジョブはその
サーバー上で正しく実行されます。しかし、hostname コマンドが、異なるフォーマットのホスト名を出力
した場合は (ドメイン・ネームが追加されているなど)、fastname に定義されている名前はリモート・ノー
ドと見なされ、rsh または ssh 経由でノードにアクセスしようとする誤った試みが行われます。
上記の例で、hostname コマンドの出力が server1.mydomain.com であった場合、ジョブ・ログ内で「パラレ
ルの開始が失敗」エラーの前に、次のようなエラー「メッセージ: main_program: 受け入れがタイムアウ
ト。再試行回数 = 4 server1: 接続が拒否されました。」が表示される可能性があります。
/etc/hosts ファイルが server1 と server1.mydomain.com を同じアドレスにマップしたとしてもこの問題は
発生します。なぜなら、いずれかのアドレスを解決できないことが原因でこの問題が発生しているわけでな
く、原因はノード構成ファイル内の fastname がシステム・ホスト名または APT_PM_CONDUCTOR_NODE
の値と正確に一致していないからです。

問題の解決
以下のアクションによって問題を解決できます。
v hostname コマンドの出力と完全に一致するように、構成ファイル内のノードの fastname を変更する。
v APT_PM_CONDUCTOR_NODE を fastname と同じ値に設定する。 これはプロジェクトごと、またはジ
ョブごとに定義する必要があります。
fastname に合わせてサーバーのホスト名を変更することはしないでください。 InfoSphere DataStage は、
現在のホスト名に基づいて一部の情報を保管します。InfoSphere DataStage のインストール後にホスト名を
変更する場合は、新しいホスト名を使用して InfoSphere DataStage が正しく機能するための詳しい説明に
ついて、サポート・チームに問い合わせてください。

InfoSphere DataStage パラレル・ジョブが接続メッセージの読み取りエラーで失敗す
る
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブが接続メッセージの読み取りエラーで失敗し、データが処理されま
せん。

症状
InfoSphere DataStage ジョブ・ログに、次のリカバリー不能エラーが含まれています。
項目 #: 13
イベント ID: 1960
タイム・スタンプ: 2011-09-01 06:30:44
タイプ: 致命的
ユーザー名: dsadm
メッセージ ID: IIS-DSEE-TFPM-00154
メッセージ: main_program: APT_PMConnectionRecord::start:
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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接続メッセージの読み取りが 28 を返しました。予測値 40、エラー 0
項目 #: 14
イベント ID: 1961
タイム・スタンプ: 2011-09-01 06:30:44
タイプ: 致命的
ユーザー名: dsadm
メッセージ Id: IIS-DSEE-TFPM-00356
メッセージ: main_program: **** パラレルの開始が失敗 ****
これは、たいていの場合、次のような構成エラーが原因です。
必ずしもすべてのノードで Orchestrate インストール・
ディレクトリーが正しくマウントされていない。rsh 許可が
正しく設定されていない (/etc/hosts.equiv または .rhosts を介して)。
必ずしもすべてのノードにマウントされていないディレクトリー
から実行している。前の出力の中で
エラー・メッセージを探してください。

原因
InfoSphere DataStage がすべてのパラレル・プロセスを開始するときに使用するフレームワークは、単一ホ
スト構成の場合であろうと、開始フェーズで TCP/IP 接続を使用します。各プロセスは、開始を調整するた
めにこれらのポートで特殊な応答を listen します。このエラーは、いずれかのプロセスが予期しない応答
を受け取り、停止したことを意味します。
これらのポートは、特定の InfoSphere DataStage プロセス間の低レベルの調整に使用されるものであり、
ユーザー要求向けではないため、エラー処理の機能はごくわずかしかありません。このエラーが発生したと
きは、InfoSphere DataStage 以外の何らかのプロセスが、これらの 1 つ以上のポートに接続し、そこに無
効データを入力したことを示しています。この無許可接続を受信した InfoSphere DataStage プロセスは、
エラーをプリントして終了する以外に選択肢がありません。この通信用に InfoSphere DataStage が使用す
るデフォルトのポート範囲は 10,000 から 11,000 までと 11,000 以降です (上限はありませんが、数千を
超えることはまずありません)。これらは、他のアプリケーションが一般的に使用するポート範囲ではあり
ません。この問題が発生したときは通常、ポートのスキャン、ネットワークのモニター、または侵入検知を
行うアプリケーションが原因で問題が発生している可能性があることを示しています。

問題の解決
10,000 から 15,000 の範囲にあるポートを他のアプリケーションが使用していないことを確認してくださ
い。 問題が続く場合は、これらのポート範囲のデフォルトの開始点を他の値に変更してください。使用中
のポートを確認するには、オペレーティング・システムのユーティリティー「netstat -an」を使用できま
す。 netstat が示す何も使用されていない範囲をポート範囲の開始として選択します。
APT_PM_STARTUP_PORT=50000
APT_PLAYER_CONNECTION_PORT=51000

テスト目的の場合、これらの環境変数はジョブ・レベルで設定してもプロジェクト・レベルで設定してもか
まいません。 適切な値が見つかり、問題が再現しなければ、これらの変数を /opt/IBM/
InformationServer/dsenv ファイル内に設定し、エクスポートして、すべてのプロジェクトで有効になるよ
うにしてください。

Solaris でのプロセス・フォークの失敗のために InfoSphere DataStage パラレル・ジ
ョブを開始できない
症状
パラレル・ジョブが次のメッセージで停止します。致命的エラー: ノード node1 (sun01) で、ORCHESTRATE
プロセスを開始できません。
APT_PMPlayer::APT_PMPlayer: fork() が失敗しました。十分なスペースがありません
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原因
このエラーは、fork() システム呼び出しが失敗し、ENOMEM エラーが返されたことを示します。呼び出
しが必要とする仮想メモリーをサポートできるだけの十分なスワップ・スペースがありません。 fork() の
ENOMEM エラーは、AIX、Linux、HP-UX など、 Solaris 以外のオペレーティング・システムでも発生す
ることがありますが、Solaris の場合により多く発生します。これは、Solaris にメモリー・オーバーコミッ
ト機能がないことから、Solaris で fork() コマンドを使用した場合、より多くの仮想メモリーが必要とな
るためです。
Linux、AIX、および HP-UX オペレーティング・システムには、メモリー・オーバーコミット機能、すな
わち遅延スワップ割り振り機能があります。メモリー・オーバーコミット・モードでは、malloc() はスワ
ップ・スペースを予約せず、サポートできるだけの十分な仮想メモリーがシステム上にあるかどうかに関係
なく、必ず非 NULL ポインターを返します。メモリーが参照された場合のみ、スワップ・スペースを使用
可能にする必要があります。
対照的に Solaris OS の場合、アプリケーションが malloc() を呼び出し、内部で sbrk(2) を開始してシ
ステムから追加のメモリーを取得しようとした時点で、カーネルが空きメモリー・リストをチェックし、要
求された量の仮想メモリーを見つけようとします。要求された量の仮想メモリーが見つかれば、カーネルは
そのメモリーへのポインターを返し、所有者がそこを解放するまで他のプロセスが使用できないようにその
スワップ・スペースを予約します。 要求された量の仮想メモリーが見つからないと、malloc() は
ENOMEM エラーで失敗し、NULL ポインターを返します。
fork() 呼び出しは親のメモリーの 2 倍の量を必要とするため、Solaris で大量メモリーを使用するプロセ
スの場合、仮想メモリーの量が十分でないために fork() システム呼び出しが失敗することがあります。
fork() 呼び出しの直後に、その追加メモリーの大部分を解放する exec() 呼び出しが続く場合でも、これ
は発生する可能性があります。

問題の解決
以下の方式によって、InfoSphere DataStage に必要なスワップ・スペースを減らすことができます。
v スワップ・デバイスを追加して仮想メモリーを増やす。 支援が必要な場合は、Solaris 管理者に連絡して
ください。 物理メモリーを追加すると、仮想メモリーも増えます。
v InfoSphere DataStage ジョブ用 UNIX プロセスの数を減らす。ノード数が少ない APT 構成ファイルを
使用することで、パラレル・ジョブ用 UNIX プロセスの数を減らすことができます。
APT_DISABLE_COMBINATION 変数の設定解除も問題解決に役立ちます。
v 一時ファイルに /tmp ディレクトリーを使用しない。Solaris の場合、/tmp は仮想メモリーから割り振ら
れ、スワップ・スペースを必要とします。InfoSphere DataStage 環境変数の TMP、TMPDIR、
APT_FIFO_DIRECTORY、APT_PM_SCORE_DIR、および uvconfig パラメーターである UVTEMP を調整
して、一時ファイル用に別の場所を指定することで、/tmp の使用量を減らすことができます。この新規
の場所は、ローカルでマウントされるディスク上になるように指定します。 /tmp の最大サイズはマウ
ント時に構成できます。支援が必要な場合は、Solaris 管理者に連絡してください。

一時ディレクトリーが大きい場合、InfoSphere DataStage ジョブが開始されなかった
り、実行が遅くなったりする
InfoSphere DataStage ジョブは複数のファイルを一時ディレクトリーに書き込みますが、それらのディレク
トリーは自動的にクリーンアップされません。

症状
一時ファイルの数が多くなると、InfoSphere DataStage ジョブのパフォーマンスが低下し、ハングすること
があります。1 年以上 InfoSphere DataStage を実行していて、その間、一時ディレクトリーをクリーンア
ップしたことがないサイトには、100,000 を超えるファイルが含まれている可能性があります。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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原因
通常、一時ファイルはジョブの終了時にクリーンアップされます。しかし、強制終了されたジョブでは、フ
ァイルがそのまま残されることがあります。

問題の診断
そのような一時ディレクトリーを調べて、削除できる古い InfoSphere DataStage ファイルがないかどう
か、また全体的にファイル数が多くないかどうか確認してください (他のプログラムもこれらのディレクト
リーに書き込むため)。InfoSphere DataStage ジョブのジョブ・ログを確認して、ジョブ実行時の TEMP、
TMPDIR、および TMP 変数の値を判断できます。UNIX システムの場合、ロケーション /tmp も確認して
ください。InfoSphere DataStage は、非一時ファイルを以下のロケーションに書き込みますが、これらのロ
ケーションは自動的にクリーンアップされません。ディレクトリーは以下の環境変数によって指示されま
す。
v TEMP
v TMPDIR
v TMP
v /tmp (UNIX の場合)
InfoSphere DataStage ジョブのジョブ・ログを確認して、ジョブ実行時の これらの変数の値を判断できま
す。

問題の解決
これらのディレクトリーにある古い InfoSphere DataStage ファイルのクリーンアップを定期的に実行し、
ディレクトリー内のファイルの数に関連して発生するパフォーマンスの問題を回避してください。
最も長いジョブ実行時間より古いか、InfoSphere DataStage エンジンの最後の再始動時間より古い
InfoSphere DataStage ファイルをこれらのディレクトリーから削除できます。長期実行ジョブまたは「常に
オン」の Web サービス・ジョブがある場合を除いて、経過時間が 2 日を超えるファイルであればこれら
のディレクトリーから削除しても安全です。
v 各プロジェクト・ディレクトリー内の &PH& ディレクトリー
v DSEngine ディレクトリーにある uvconfig ファイル内の UVTEMP 変数が指しているディレクトリー
v UNIX システム上の DSEngine ディレクトリーにある uvconfig ファイル内の UVSPOOL 変数が指して
いるディレクトリー。Windows の場合、この変数は uvconfig 内に存在しない可能性があります。
DSEngine にある uvconfig ファイル内の UVTEMP 変数が指しているディレクトリーからファイルを削除す
る際、クリーンアップすべき主要なファイルは、InfoSphere DataStage ジョブから呼び出される外部コマン
ドのシステム出力が取り込まれるキャプチャー・ファイルです。例: capture0001360098aa1312969887。
UNIX オペレーティング・システムの場合、UVTEMP 設定は /tmp ディレクトリーを指しています。
Windows オペレーティング・システムで UVTEMP 変数が定義されていないと、デフォルトは次のように
DSEngine の下の UVTEMP ディレクトリーになります。/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/
UVTEMP

Join ステージを使用するジョブが UNIX シグナル 11 SIGSEGV で予期せず終了する
Join ステージを使用する InfoSphere DataStage ジョブが、次のエラー「UNIX シグナル 11 (SIGSEGV) に
よって予期せず終了しました」で終了します。

症状
Join ステージを使用する InfoSphere DataStage ジョブが、次のエラー「UNIX シグナル 11 (SIGSEGV) によ
って予期せず終了しました」で終了します。
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原因
レコードのサイズがデフォルト設定の 20 MB より大きいと、結合のために挿入されるソートが失敗しま
す。

問題の解決
最も大きいレコードのサイズ (バイト数) を計算します。そのサイズを 2 倍して、環境変数
APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE にその値をバイト単位で設定します。この環境変数が存在しない場合
は、最初にそれを作成してください。 APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 変数は、ソート処理内のライタ
ー、ソーター、およびマージャー・プロセス間でデータを受け渡すために使用される共有メモリー・ブロッ
クのサイズを設定します。
デフォルトの設定では、ジョブ内の各ソートがこれらのメモリー内機能のそれぞれに 20 MB のマップを
試行できます。 単一レコードが 20 MB より大きいケースでは、ブロックのサイズを大きくするためにこ
の手順が必要です。 可能な場合、ジョブ・レベルで APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 環境変数を設定し
てください。APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 環境変数は、プロジェクト・レベルのデフォルト値を定義
することでプロジェクト・レベルでも設定できます。

ディスク・スペースの問題
システムが使用可能なディスク・スペースを使い尽くした場合、InfoSphere DataStage ジョブでいくつかの
問題が発生する可能性があります。

システムが OshExecuter.osh レコードをファイルに書き込む際のエラー
プロジェクトにジョブをインポートしようとすると、「ファイルにレコード OshExecuter.sh を書き込み中
にエラーが発生しました」というメッセージが発生することがあります。

症状
ジョブをプロジェクトにインポートしたとき、次のエラーを受け取ります: ファイル RT_SCxxx にレコード
OshExecuter.sh を書き込み中にエラーが発生しました - エラー番号: 40019 ジョブが壊れています。

原因
一般的に、以下の項目が原因でジョブが壊れます。
v /tmp UVTEMP ディレクトリーまたは InfoSphere DataStage プロジェクト・ディレクトリーのディス
ク・スペースがいっぱいである。
v 32 ビット・ハッシュ・ファイルが 2 GB より大きくなった
v システム電源異常
v システム障害
v ジョブ実行中にサーバーがリブートされた
v ジョブ実行中にウィルス・チェッカー/スキャナーが実行された
v ジョブ実行中にバックアップが実行された
v

システム上の障害

問題の診断
ジョブが壊れているかどうか判別するには、以下のプロセスを実行します。
1. InfoSphere DataStage Administrator Clientにログオンします。
2. 「プロジェクト」タブで、壊れたプロジェクトを選択します。
3. 「コマンド」をクリックします。
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4. 次のコマンド「LIST <FILENAME> F1 DET.SUP」を発行します。
ジョブが壊れていなければ、ファイル内のレコード数を示す数値が表示されます。ファイルが壊れている場
合は、エラー・メッセージを受け取ります。

問題の解決
RT_SC ファイルが壊れていることを確認した場合は、ジョブを再作成できます。

Sequential File ステージを使用するパラレル・ジョブでデータ参照ができないまたはジ
ョブを実行できない
Sequential File ステージを使用する InfoSphere DataStage パラレル・ジョブで、データ参照できなかった
り、ジョブを実行できなかったりします。

症状
次のエラー・メッセージが生成されます: ファイル・アーカイブ: ファイルの作成で問題
Sequential File ステージ・プラグインを使用するパラレル・ジョブの場合、データを表示すると、次のエラ
ーが発生します。
IIS-DSEE-TFAR-00015 00:10:13 <main_program> ファイル・アーカイブ: ファイル "/tmp/...." の作成で
問題
実行時に、次のエラーが発生します。
v メッセージ ID: IIS-DSEE-TFAR-00015 メッセージ: main_program: ファイル・アーカイブ: ファイル
"/tmp/...." の作成で問題
v メッセージ ID: IIS-DSEE-TFPX-00002 メッセージ: main_program: 致命的エラー: NULL アーカイブ。

原因
プログラムは「tmp」という相対パスを探していますが、そのパスが存在しません。 これは、Windows の
インストール済み環境で、プロジェクトがエンジンと同じドライブ上に存在しない場合に発生します。

問題の解決
InfoSphere DataStage プロジェクトがあるドライブのルートに「temp」というディレクトリーを作成してく
ださい。例えば、InfoSphere DataStage プロジェクトを D: ドライブに置く場合は、D:¥tmp ディレクトリ
ーを作成します。このディレクトリーが存在する場合は、ドライブの残りのディスク・スペースを調べて、
ディスク・スペースの限界が問題の原因でないことを確認してください。

InfoSphere DataStage 内の破損ファイルの検出
InfoSphere DataStage プロジェクトまたは一時ディレクトリーがディスク・スペースを使い尽くした場合、
バッファーに入れられた書き込み要求の一部が完了せず、プロジェクトに破損したハッシュ・ファイルが存
在するようになる可能性があります。

このタスクについて
uvbackup プロセスを実行し、バックアップをヌル・デバイスにリダイレクトします。uvbackup プロセスは
破損ファイルの特定に使用できる出力ファイルを生成します。

手順
1. $DSHOME. ./dsenv にある dsenv ファイルを取り込みます。
2. プロジェクト・ディレクトリー ../InformationServer/Project/<project name> に移動します。
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3. ls > myfiles.txt コマンドを使用して、すべてのファイルをリストし、それらを 1 つのファイルに送
信します。このファイルを uvbackup 用のファイルのリストとして使用します。
4. uvbackup を実行し、出力をヌルにリダイレクトします。次のコマンドを使用してください:
$DSHOME/bin/uvbackup -V -f -cmdfil myfiles.txt -s uvbackupout.txt -t /dev/null 2>&1 >
testing123.txt"
5. grep "WARNING:" uvbackupout.txt コマンドを使用して、警告を検索します。

タスクの結果
uvbackupout.txt ファイルは、プロジェクト内の破損ファイルを識別するために役立ちます。

例
uvbackupout.txt ファイルに表示される内容の例を以下に示します。
WARNING: Unable to open file ’RT_STATUS3’ for reading. File not saved!

uvbackup はファイルの保全性を検査し、破損ファイルがあるとそれらのファイルをバックアップしませ
ん。

使用可能な出力ファイルがないために InfoSphere DataStage PX ジョブがエラーにな
る
症状
次のエラー・メッセージを受け取ります。
エラー・メッセージ: Sort_17,2: 書き込みが失敗しました: 出力ファイルがいっぱいで、
出力ファイルはもうありません [sort/merger.C:1393]
メッセージ: Sort_17,2: 致命的エラー: Tsort merger 異常終了: mergeOneRecord(
) punted [sort/merger.C:1214]
メッセージ: Sort_17,2: 致命的エラー: パイプからの読み取り失敗: 読み取り不足 [sort/m
erger.C:1740]

原因
このエラーは、ジョブがスクラッチ・スペース、一時スペース、またはスワップ・スペースを使い果たした
ことを示しています。

問題の診断
実行中のジョブがない状態で、使用可能なスペースの量を確認すると、十分なスペースが存在するかのよう
な誤った表示がされることがあります。
ジョブが使用している構成ファイルを開きます。 これは、ジョブの APT_CONFIG_FILE パラメーターを
確認するとわかります。 構成ファイルは、../IBM/InformationServer/Server/Configurations/*.apt にあります。
各ノードに指定されているスクラッチ・スペースの場所を確認します。 ジョブの実行中に、次のコマンド
「df -k」を発行します。このコマンドは、システムに割り振られているスペースの量と使用されているス
ペースの量を表示します。/tmp、/swap、およびスクラッチ領域に使用可能なスペースがあることを確認し
ます。構成ファイル内でスクラッチ・スペース用に指定されている場所に十分なスペースがあることも確認
してください。

問題の解決
/tmp、/swap、および /scratch のディスク・スペースを増やします。構成ファイル内で追加のスクラッチ
領域を作成できます。例えば、次のコマンドを使用して 2 つ目のスクラッチ・ディスク領域を追加できま
す。
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node "node1"
{
fastname "gcp5bs03"
pools ""
resource disk "/opt/local/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/local/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
resource scratchdisk "/etc/svc/volatile" {pools ""}
}

一時 lookuptable ファイルがディスク・スペースを使い尽くす
Lookup ステージを使用する InfoSphere DataStage ジョブが失敗すると、lookuptable 接頭部が付いたファ
イルがリソース・ディレクトリー内に残されます。

症状
リソース・ディレクトリーや共通スペースに、次のようなファイル名 lookuptable.20091210.513biba に類
似した名前のファイルが含まれています。

原因
ジョブは失敗すると、リソース・ディレクトリー内に事後分析レビューのための一時ファイルを残します。
一時ファイルはスクラッチ領域に残されますが、ルックアップ・ファイルはリソース・ディレクトリー内に
作成されます。 ルックアップ・ファイル・セットは削除されません。 ルックアップ・ファイル・セット
は、次のファイル・セット /opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets/
export.dsadm.abcdefg.P000000_F0000 のようになります。ルックアップ・ファイルの名前の構成は、次の
ファイル /opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets/lookuptable.20091210.513biba のようになりま
す。

問題の診断
ファイル名が次のような構成 lookuptable.yyyymmdd.nnnnnnn のファイルを探します。ジョブを何も実行し
ていないときに、ディスク上でこれらのファイルを探します。

問題の解決
ジョブが何も実行されていないときに、ファイル名に lookuptable 接頭部が付くファイルをすべて削除し
ます。これらのファイルは、ジョブを新規実行するたびに再作成され、再使用されることはありません。
ジョブが正常に実行されると、そのジョブの実行中に作成された lookuptable ファイルのみが削除されま
す。ジョブを実行していないときに lookuptable ファイルを定期的にクリーンアップする、メンテナンス
用スクリプトを作成してください。

ディスク・ルックアップの問題
ディスク・ルックアップの問題は、多くの場合、ディスク・スペースの不足によって生じます。

ルックアップを使用するパラレル・ジョブが「ファイルが大きすぎます」というメッセー
ジで失敗する
ルックアップ・テーブルが大きすぎて使用可能メモリーに収まらない場合に、それが原因でパラレル・ジョ
ブが失敗することがあります。

症状
ルックアップが含まれる InfoSphere DataStage パラレル・ジョブが、次のエラー「Lookup_107,0: 表ファ
イル "/d01/Ascential/DataStage/Datasets/lookuptable.20100217.abcde" の書き込みでエラーがありまし
た: ファイルが大きすぎます」のような (これに類似した) エラーで失敗します。

原因
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ルックアップ・テーブルが大きすぎるため使用可能メモリーに収まりません。

問題の解決
ルックアップ・データのハッシュ・パーティションを作成し、パラレル構成ファイルにノードを追加して、
ルックアップ・データをより小さい固まりに分割します。

InfoSphere DataStage ジョブが表ファイルをマップできない
ディスク・ボリュームがいっぱいでない場合でも、一部のジョブが表ファイルをマップできません。

症状
InfoSphere DataStage ジョブが次のエラー・メッセージで失敗します: メッセージ:: stage_lkup_FS,0: 表
ファイル "/Projects/Datasets/lookuptable.20110720.oja0s0c (サイズは 29056 バイト)" をマップでき
ませんでした: 無効な引数。ファイルが小さく、ディスク・ボリュームがいっぱいでない場合でもこのエラ
ーが発生します。

原因
通常、InfoSphere DataStage ジョブが、エラー・メッセージ「表ファイルをマップできませんでした」がロ
グに記録された状態で失敗するとき、そのメッセージの最後は「十分なスペースがありません」になりま
す。その場合、問題は、ディスク・スペースが不十分であるか、表が大きすぎて単一プロセスにマップでき
ないかのいずれかなので、 39 ページの『InfoSphere DataStage ジョブが「表ファイルをマップできません
でした」というメッセージで失敗する』のトピックに記載されている手順に従って解決できます。
エラー・メッセージの最後が「無効な引数」で終わる特殊なケースの場合、原因は一般的に入出力エラーで
あり、ディスクがいっぱいかどうかとは関係がありません。このエラーの最も一般的な原因は、InfoSphere
DataStage が書き込んでいるディレクトリーのいずれかが、CIO オプションでマウントされたボリュームに
マップされているためです。

問題の診断
ジョブ・ログ内で、「表ファイル ... をマップできませんでした」と記述されたエラー・メッセージを見
つけます。そのファイルに、製品が書き込んでいたディレクトリーの名前が含まれています。 さらに、フ
ァイル内でその次にあるメッセージが 2 番目のエラーで、そのエラーは異なるディレクトリーを指してい
ることがあります。これらのディレクトリーのそれぞれに対してと、このジョブが使用するノード構成ファ
イル内に指定されているその他のリソースとスクラッチ・ディスクのそれぞれに対して df コマンドを使用
して、各ディレクトリーを含んでいるボリュームを確認します。例: df /Projects/Datasets。次に、mount
コマンドを発行して、マウントされたボリュームとマウント時のオプションをリストします。
入出力が失敗しているボリュームが、「cio」オプションを指定してマウントされていないかどうかを確認
します。 「cio」オプションを指定してボリュームがマウントされていた場合は、InfoSphere DataStage ジ
ョブで問題が発生したり、Lookup ステージを使用するジョブまたはメモリー・マッピング・ファイルに依
存するその他のステージ・タイプを使用するジョブでは深刻な問題が発生したりします。
「cio」オプションが原因で問題が発生する理由については、AIX コマンド・リファレンスの mount コマ
ンドに記載されています。http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/pseries/v5r3/index.jsp?topic=/
com.ibm.aix.cmds/doc/aixcmds3/mount.htm「cio」オプションの説明の中で、このオプションによって、
mmap() 関数やその他の関連した関数を使用するプログラムで問題が発生する理由を述べています。

問題の解決
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InfoSphere DataStage エンジンを停止します。その後、cio オプションを指定せずにそのボリュームを再マ
ウントするようシステム管理者に指示してください。デフォルトの rw モードを使用してボリュームを再マ
ウントし、InfoSphere DataStage を再始動します。この処置によって、表ファイルをマップしたときに発生
する無効な引数エラーを解決できます。

データ処理の障害
データ処理が失敗する原因になる問題がいくつかあります。

パラレル・エンジン Transformer ステージでの入力列の NULL 値に関する問題
InfoSphere Information Server 8.5 で、パラレル・エンジンの Transformer ステージが、NULL 値を含んで
いる列を処理する方法が変更されました。

症状
InfoSphere Information Server 8.1 から 8.5 にアップグレードすると、Transformer ステージで NULL を処
理するジョブで、「レガシーな NULL 処理」を有効にした場合でも動作に違いが見られます。

原因
InfoSphere Information Server バージョン 8.1 とそれ以前のバージョンでは、Transformer ステージの
NULL 列値をジョブ・デザインで明示的に処理する必要がありました。パラレル・エンジンが特定のコン
テキストの外部で NULL 列値を検出すると、NULL を含んでいる行全体がドロップされるか、Transformer
ステージにリジェクト・リンクが設定されている場合は行全体がリジェクト・リンクに送信されていまし
た。
注: NULL とは、SQL 値 NULL であり、空ストリングでも、値が 0x00 の文字でもありません。
明示的な Null 処理は、Transformer ステージのコーディングを非常に複雑にするほか、動作の矛盾も引き
起こしていました。InfoSphere Information Server バージョン 8.5 で、デフォルトの動作は変更され、明示
的な Null 処理も不要になりました。お客様の中には元の Null 処理の動作の保存を希望する方がいたこと
から、環境変数 APT_TRANSFORM_COMPILE_OLD_NULL_HANDLING が導入されました。 この環境変
数を定義すると、バージョン 8.5 より前の InfoSphere Information Server での動作との互換性が保持され
ます。
バージョン 8.5 がリリースされた後、バージョン 8.5 のデフォルトの Null 処理の動作における違いや、
InfoSphere Information Server 8.1 互換モードの実装にかかわる問題が発見されました。前のバージョンと
の互換性を有効にすると、InfoSphere Information Server 8.5 では Null 処理に問題があります。InfoSphere
Information Server 8.1 とそれ以前のバージョンでも、Null 処理には問題があります。これらのほとんどの
問題の原因は、Transformer ステージで NULL 値をどのように処理すべきかについて、明確な説明が不足
していたためです。

問題の解決
明示的な処理が必要な InfoSphere Information Server 8.1 での Null 処理。
出力列式で入力列を使用する場合、その入力列に NULL 値が含まれていると、その行はドロップ
されるか、リジェクト・リンクが定義されている場合はリジェクトされます。これは以下の条件で
適用されます。
v 入力列が出力列の導出式に使用されている。例: ?DSLink4.col1 + 1?
v 入力列が出力列の制約に使用されている。
v 入力列がステージ変数の出力仕様で使用されている。
代入式によって出力列が入力列から直接マッピングされる場合には、適用されません。
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InfoSphere Information Server 8.1 には、Transformer ステージで入力列の NULL 値を明示的に処理
するための正式な方法が 3 つあります。
NULL 値の変換
NULL は、以下のいずれかの関数を使用して他の値に変換できます。
v NullToEmpty()
v NullToZero()
v NullToValue()
以下の例を参照してください。
DSLink3.OrderCount + 1 --> If DSLink3.OrderCount is NULL,
the whole record containing DSLINK3.OrderCount
will be dropped or sent to the reject link

この式は以下のコマンドのように変更できます。
NullToZero(DSLink3.OrderCount) + 1
--> If DSLink3.OrderCount is NULL,
the target field will be assigned the integer value 1.

NULL 値の検査
値が NULL かどうかを論理式でテストするには、以下の関数のいずれかを使用します。
v IsNotNull()
v IsNull()
例:
DSLink3.OrderCount + 1
--> If DSLink3.OrderCount is NULL,
record will be dropped or rejected.
This expression can be changed to:
If(IsNotNULL(DSLink3.OrderCount)
Then DSLink3.OrderCount + 1 Else 1
--> If DSLink3.OrderCount is NULL,
the target field will be the integer 1 .

式内の各 NULL 可能列について、適切に NULL チェックを行うか、NULL 値を具体的な
値に変換する必要があります。
NULL 値の IF-ELSE 操作。
NULL 値を IF-ELSE 条件で処理することは複雑になる可能性があります。 IF-ELSE ステ
ートメント内での NULL チェックの使用法を理解できるように、以下の例を検討してみま
す。
例 1: 単純な IF ELSE ステートメント。
If (DSLink1.Col1 > 0) Then xxx Else yyy
In InfoSphere Information Server 8.5 code will be
generated to drop records in case DSLink1.Col1 is NULL.

このステートメントは、以下のステートメントのように記述しなければなりませ
ん。
If (IsNotNull(DSLink1.Col1) and (DSLink1.Col1 > 0))
Then xxx Else yyy
or
If (IsNull(DSLink1.Col1) or (DSLink1.Col1 > 0))
Then xxx Else yyy
based on the business requirement on how the NULL
case should be treated
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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このステートメントは、以下のステートメントのように記述することもできます。
If (NullToZero(DSLink1.Col1) > 0) Then xxx Else yyy
or
If (NullToZero(DSLink1.Col1) >= 0) Then xxx Else yyy
again based on the business requirement.
NUllToValue() or NullToEmpty() also can be used instead of
NullToZero(), based on the requirement.
NULL conversion functions should
not be used for checking a NULL
Example: If ((NullToZero(DSLink1.Col1) = 0) or
(DSLink1.Col1 > 0)) Then xxx Else yyy
NullToZero(DSLink1.Col1) = 0 is not considered a NULL check,
code will be generated to drop records
in case DSLink1.Col1 is NULL.

例 2: 複数の条件がある IF ELSE ステートメント
If ((DSLink1.Col1 = 5) or (DSLink1.Col2 = 8))
Then xxx Else yyy --> Col2 is a nullable field

このステートメントは、以下のステートメントのように記述することはできませ
ん。
If (DSLink1.Col1 = 5 or IsNotNull(DSLink1.Col2)
and (DSLink1.Col2 = 8)) Then xxx Else yyy
This is not the proper way of checking.
If(condition1 or condition2 and condition3) will
be treated as If((condition1 or condition2) and condition3))

このステートメントは、以下のステートメントのように記述しなければなりませ
ん。
If (DSLink1.Col1 = 5 or (IsNotNull(DSLink1.Col2)
and (DSLink1.Col2 = 8))) Then xxx Else yyy

NULL 可能列を含んでいる条件は、適宜、IsNotNull() チェックを使用して事前に
AND 演算するか、IsNull() チェックを使用して事前に OR 演算する必要があり
ます。括弧を使用して条件の順序を明確に指定する必要があります。
例 3: NULL 可能フィールドが複数回使用される IF ELSE ステートメント
If ((DSLink1.Col1 = 3) or (DSLink1.Col1 = 5))
Then xxx Else yyy
Records will be dropped in case Col1 is NULL.

このステートメントは、以下のステートメントのように記述することはできませ
ん。
If ((IsNotNull(DSLink1.Col1) and (DSLink1.Col1 = 3))
or (DSLink1.Col1 = 5)) Then xxx Else yyy

このステートメントは、以下のステートメントのように記述しなければなりませ
ん。
If ((IsNotNull(DSLink1.Col1) and (DSLink1.Col1 = 3))
or (IsNotNull(DSLink1.Col1) and (DSLink1.Col1 = 5))
Then xxx Else yyy

NULL 可能フィールドの各インスタンスは、NULL チェックを使用して事前に
AND 演算または事前に OR 演算する必要があります。

52

トラブルシューティング・ガイド

例 4: 1 つの条件内で 2 つの NULL 可能列を使用する
If (DSLink1.Col1 = DSLink1.Col1) Then xxx Else yyy

両方の列で NULL チェックを行うか、両方の列に対して NULL 変換関数を使用
する必要があります。
If (IsNotNull(DSLink1.Col1) and (IsNotNull(DSLink1.Col2)
and (DSLink1.Col1 = DSLink1.Col1))) Then xxx Else yyy

明示的な処理が必要でない InfoSphere Information Server 8.5 での Null 処理。
InfoSphere Information Server 8.5 の場合、入力列に NULL 値が含まれていても、行がドロップさ
れたり、リジェクト・リンクに送信されたりすることはありません。
入力列内の NULL 値は、特定のロジックに従って Transformer ステージによって処理されます。
ジョブのデザイナーは明示的な Null 処理をスキップできます。 明示的な Null 処理の詳細につい
ては、次の技術情報を参照してください: http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21514921
デザイナーが、バージョン 8.5 で 8.1 のときの動作を必要とする場合は、環境変数
APT_TRANSFORM_COMPILE_OLD_NULL_HANDLING を使用できます。従来の Null 処理の有効
化は、次の 3 つのステージで実行できます。
v プロジェクト・レベルで APT_TRANSFORM_COMPILE_OLD_NULL_HANDLING を設定する
v ジョブ・レベルで APT_TRANSFORM_COMPILE_OLD_NULL_HANDLING を設定する
v InfoSphere DataStage デザイナーで、ジョブ内の個別の Transformer ステージの「レガシーな
NULL 処理」オプションにチェック・マークを付ける
IBM では、InfoSphere Information Server 8.1 の動作と、従来の Null 処理を有効にした InfoSphere
Information Server 8.5 の動作に、それまで文書化されていない違いがあることを発見しました。
InfoSphere Information Server 8.5 では、3 つの NullToxxxx() 関数を NULL テストの目的で使用で
きます。
以下に、IF-ELSE 条件の例を示します。
If ((NullToZero(DSLink1.Col1) = 0) or (DSLink1.Col1 > 0)) Then xxx Else yyy

(NullToZero(DSLink1.Col1) = 0) セクションは NULL チェックと見なされ、コードに含まれる矛
盾のためにレコードはドロップもされなければ、リジェクト・リンクにも送信されません。
InfoSphere Information Server 8.5 で、このコードの矛盾が除去され、NULL チェックとして使用で
きるのは IsNull() と IsNotNull() のみになりました。NULL チェックの目的で NullToZer0()、
NulltoValue()、または NulltoEmpty() を使用していた InfoSphere Information Server 8.1 ジョブ
は、IsNull() または IsNotNull() を使用するように変更する必要があります。
注: NULL チェックを行う場合、IsNotNull() 関数の代わりに !IsNull() 関数を使用でき、
IsNull() 関数の代わりに !IsNotNull() 関数を使用できます。

InfoSphere DataStage ジョブをバージョン 8.1 またはそれ以降にアップグレード後、
ジョブのトランスフォーマーでコンパイル・エラーが発生する
ステージ変数が NULL に設定された Transformer ステージを使用する InfoSphere DataStage バージョン
7.0 ジョブは、InfoSphere DataStage バージョン 8.1 でコンパイルされません。

症状
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ステージ変数が NULL に設定された Transformer ステージを使用する InfoSphere DataStage 7.0 ジョブ
は、正常にコンパイルされていました。しかし、InfoSphere DataStage v8.1 では、同じジョブが次のコンパ
イル・エラーで失敗します。
<transform> 合成オペレーターの確認中にエラーが発生しました。
この NULL 可能でないフィールドへの NULL の設定: StageVar0_myStageVariable。

問題の解決
Transformer ステージで作成されるステージ変数には NULL 可能オプションがありません。InfoSphere
DataStage はステージ変数を NULL 可能でないオブジェクトと見なします。ステージ変数に対する
SetNull() 関数はサポートされません。Information Server 8.1 は、ジョブのコンパイル時にこの状態をト
ラップし、エラーとして報告します。 InfoSphere DataStage 7.5 は、コンパイル時にこの状態をトラップし
ていませんでした。ジョブは、正常にコンパイルされたとしても、実行時に NULL データを処理する際、
失敗する可能性がありました。InfoSphere Information Server 8.5 では、NULL のステージ変数をサポート
する機能が追加されました。この機能は、InfoSphere Information Server 8.1 では使用できません。
InfoSphere Information Server 8.1 では、Transformer ステージで NULL 可能フィールドをステージ変数に
割り当てる必要がある場合、NULL の代わりに 2 つの単一引用符を使用して空ストリングを割り当ててく
ださい。例: If IsNull(InLink.FieldName) then ’’ Else InLink.FieldName
InfoSphere Information Server 8.5 以降では、Transformer ステージのプロパティー・ダイアログ (「ステー
ジ」->「全般」ページ) に新しいオプションである「レガシーな NULL 処理」と「未処理の NULL で異
常終了」が表示されるようになりました。
このレガシー・オプションを有効にすると、前のリリースと同じように NULL が処理されます。 無効に
すると、NULL 値を出力できます。 InfoSphere Information Server 8.5 で新しく作成されるジョブは、デフ
ォルトでレガシー・オプションが無効になっています。古いリリースからインポートまたはマイグレーショ
ンされたジョブは、デフォルトでこのオプションが有効になっている可能性があります。InfoSphere
Information Server 8.5 の Transformer ステージのプロパティー・ダイアログにある「ヘルプ」ボタンか
ら、これらのオプションについての詳細を表示できます。

NULL 可能ソース変換の警告メッセージ (InfoSphere DataStage)
症状
ジョブ・ログに次の警告メッセージが含まれています。
オペレーター・チェックで以下が検出されました: 出力インターフェース・フィールド
"<field name>" をフィールド "<field name>" にバインドするとき: NULL 可能ソースを NULL 可能でない結果に変換
します。
致命的なランタイム・エラーが起こる可能性があります。
Modify オペレーターを使用して、NULL の変換先の値を指定してください。

原因
Nullable=Yes のフィールドが入力され、そのフィールドの値が出力に設定される場合に出力フィールドが
Nullable=No であると、この警告が発生します。データベース内で制約を設定することで、入力値が
NULL であることは許可されなくなりますが、この警告はなくなりません。

問題の解決
両方のフィールドがどちらも Nullable=Yes または Nullable=No に設定されるようにしてください。この
警告はジョブ・デザインに対してのものであり、実際のデータや表に言及しているわけではありません。表
定義の生成元は表そのものであるため、ソース表に NULL 可能な列があっても、それと同じ列がターゲッ
ト表では NULL 可能でないことがあります。その結果、各表をインポートするとそれぞれの列定義ができ
ます。
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ソース表とターゲット表を両方とも NULL 可能または非 NULL 可能に変更し、表定義を再生成すること
で、この警告を除去することもできます。

ジョブ・シーケンスから、または dsjob を使用するスクリプトからジョブの複数インス
タンスを実行したときに発生する問題
ジョブ・シーケンスから、または dsjob コマンドを使用してジョブをシーケンス処理するスクリプトか
ら、ジョブの複数インスタンスを実行すると、いくつかの関連した問題が発生することがあります。

症状
v シーケンスまたはスクリプトから複数のジョブ・インスタンスを実行すると、シーケンスにより 1 つ以
上のジョブ・インスタンスについて status=99 が報告される。
v シーケンスまたはスクリプトから複数のジョブ・インスタンスを実行すると、ジョブ・インスタンスの
開始と終了に時間がかかる。
v シーケンスまたはスクリプトから 25 個を超えるジョブ・インスタンスを実行すると、シーケンスによ
り 1 つ以上のジョブ・インスタンスについて status=99 が報告される。
v 作業負荷が高いためにシステムに十分なリソースがなく、シーケンスがパラレル・ジョブについて
code=-99 エラーを報告する。
v Intel RedHat および Suse システムで、基礎の OSH コードの実行は正常に完了しているにもかかわらず
ジョブがハングすることがある。
v 一部のジョブがパラメーター未指定で実行されたり、誤ってデフォルト値が設定されたパラメーターで
実行される。

問題の解決
リリース 8.0.x または 8.1:
v

システムで RedHat、Suse、または Intel を使用している場合は、JR30015v5 をインストールします。

v システムで RedHat、Suse、および Intel を使用していない場合は、サーバーに JR30015v6 をインストー
ルします。
v 自動パージを有効にして、25 個を超えるジョブ・インスタンスを同時に実行する場合、すべてのクライ
アント・システムに JR30015v3 クライアント・パッチをインストールする必要があります。
v パッチまたはフィックスパックをインストールした後、すべてのパラレル・ジョブをリコンパイルして
ください。
リリース 8.1:
v

フィックスパック 1 をインストールします。

v パッチまたはフィックスパックをインストールした後、すべてのパラレル・ジョブをリコンパイルして
ください。
このフィックスによって、以下のオプションの機能が導入されます。
環境変数: DSWaitResetStartup
シーケンスからジョブの複数インスタンスを実行したときに、1 つ以上のジョブ・インスタンスが
リセットされると、シーケンスが status=99 を報告することがあります。これは、制御シーケン
スが、リセットのための十分な時間をジョブ・インスタンスに与えずに、その状況をポーリングし
てしまうために、発生することがあります。 ジョブ・リセットの起動時間を延ばす必要がありま
す。 この目的のために環境変数 DSWaitResetStartup を使用できます。 DSWaitResetStartup に設定
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できる最大値は DSWaitStartup の値と等しい値で、デフォルトでは 60 です。例えば、
DSWaitResetStartup の値を 120 にする必要がある場合、DSWaitStartup にも必ず最低でも 120 を
設定してください。
環境変数: DS_NO_INSTANCE_PURGING
システムの負荷が非常に高い場合、自動パージを有効にしてマルチ・インスタンス・ジョブを多数
実行したときに状況=99 エラーが引き続き発生するようであれば、DS_NO_INSTANCE_PURGING
環境変数を使用する必要があります。この環境変数は 1 に設定しなければなりません。そうする
と、自動パージがジョブ・インスタンスの状況レコードを削除するのを止めるため、システム・リ
ソースが使用可能になったときに、制御ジョブがその状況を読み取ることができるようになりま
す。(それ以外の状況では、永続インスタンス・エントリーのない、クリーンなログにすることが推
奨されています。したがって、デフォルトの動作ではインスタンス・エントリーをパージします。)
クライアントの変更と環境変数 DSJobStartedMax
記録されるインスタンス ID の数が 25 から 100 個に増えました。この増加によって、25 個を超
えるインスタンスが同時に実行された場合でも状況レコードがパージされなくなります。インスタ
ンス数による自動パージを使用して 25 個を超える同時インスタンスを実行する場合は、インスタ
ンス数による自動パージの上限を 25 より大きく設定する必要があります。この制限は、ディレク
ター・クライアントまたはアドミニストレーター・クライアントで設定されます。100 個を超える
インスタンスを同時に実行する必要がある場合、環境変数 DSJobStartedMax を必要な値に設定する
必要があります。最大値は 9999 です。この問題の APAR 番号は APAR JR30015 です。

DataStage タイムアウト変数
タイムアウト変数を正しく設定することによって訂正できるエラーがいくつかあります。

InfoSphere DataStage ジョブが正常に完了しているにもかかわらず dsjob が「エラー
81002 ジョブを待っています」を返す
症状
UNIX から dsjob を実行すると、ほとんどのジョブについては成功または失敗の状況が正しく返されま
す。しかし、実行時間が長いジョブでは、ジョブが正常に実行されても「エラー 81002 ジョブを待ってい
ます」というエラーが返されます。具体的には、ジョブの実行時間が「InfoSphere DataStage アドミニスト
レーター」->「全般」タブ ->「無応答タイムアウト」に設定されているタイムアウトより長くなると、
81002 エラーが返されます。タイムアウトになる前にジョブが完了した場合は、正しい状況が返されます。

問題の解決
実行時間が最も長いジョブに合わせて、InfoSphere DataStage アドミニストレーターでタイムアウトの設定
を大きくしてください。ただし、タイムアウトを大きくすると、非アクティブなクライアント接続が、クリ
ーンアップされるまでシステム上に存続する時間も延びます。
InfoSphere DataStage アドミニストレーターでタイムアウトを大きくしても解決しない場合は、スクリプト
を作成し、スクリプトの中で dsjob を開始するとともにループを使用して定期的に dsjob を照会して、タ
イムアウトを回避してください。

リモート・ノード上のパラレル・ジョブが IBM InfoSphere Information Server 内の
パイプの障害のために失敗する
症状
リモート・ノードを使用するクラスター環境でパラレル・ジョブを実行すると、ジョブ・ログ内で次のメッ
セージを受け取ります。
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main_program: 致命的エラー: サービス表の送信が失敗しました - node2
(<node name>-svc:Broken pipe)。

問題の解決
APT_PM_CONDUCTOR_TIMEOUT の値をより大きな値に増やします。 デフォルト値は 60 秒です。 値
を倍の 120 秒にします。
APT_PM_CONDUCTOR_TIMEOUT の値を増やしても問題が解決しない場合は、リソース・トラッカーの
開始に問題がある可能性があります。リソース・トラッカーを使用すると、ジョブを実行しているシステム
からシステム統計を収集することができます。これらの統計は、実行中の実際のジョブにはまったく影響が
なく、InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ・モニターまたはジョブ・ログに収集される情報とも
関係がありません。リソース・トラッカーの機能を使用していない場合、この機能は簡単にオフにできるの
で、この問題を回避することができます。リソース・トラッカーをオフにするには、
APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP 環境変数をプロジェクト・レベルで追加し、デフォルト値を 1 に設
定してください。

作業負荷の高いシステムでパラレル・ジョブが断続的に失敗する
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブは、作業負荷の高いシステムでは断続的に失敗することがありま
す。

症状
パラレル・ジョブが、以下のいずれかのエラー・メッセージで失敗します。
v ds_ipcopen() - OpenFileMapping() への呼び出しが失敗しました - システムは指定されたファイルを
見つけられません
v ds_ipcput() - mutex の待機中にタイムアウトになりました

原因
負荷の高いシステムでは、タイムアウトが原因でシステムが失敗することがあります。

問題の解決
アクティブ・リンク・パフォーマンスの DSIPC_OPEN_TIMEOUT タイムアウト変数の値を増やします。
これらの値を増やすには、以下のステップを使用します。
1. アドミニストレーター・クライアントを開きます。
2. プロジェクトのプロジェクト・プロパティーを開きます。
3. 「チューニング」ページを開いて、「アクティブ・ステージ間のリンク・パフォーマンス」の下の「タ
イムアウト」値を増やします。タイムアウト・フィールドが使用可能になっていない場合は、「行バッ
ファーを有効にする」と「プロセス間」を両方選択する必要があります。
4. 「全般」ページを開いて、「環境」をクリックします。
5. 「パラレル」 > 「オペレーター指定」ブランチを開きます。
6. DSIPC_OPEN_TIMEOUT 環境変数の値を増やします。
タイムアウトの値を増やしても問題が解決しない場合、またはこの問題が常にジョブに影響する場合は、
IBM サポートに連絡してください。
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パラレル・ジョブが「APT_PMsyncWithSectionLeaders: 非ゼロの状況 4 が返されま
した」エラーで終了する
症状
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブ・ログに以下の情報が表示されます。
APT_PMsyncWithSectionLeaders: APT_PMpollUntilZero から非ゼロの状況 4 が返されました。
broadcastStepIR: 66,135,142 バイトのスコアの送信ステップがタイムアウトしました。
状況 = 4 スコアのブロードキャストまたは再ロードでエラーがありました。 スコア・サイズは 66,135,142 バイト
です。

原因
このエラーは、通常、問題の原因がリソースの問題であることを示しています。

問題の解決
セクション・リーダーが始動してスコアをロードするのをコンダクターが待機する秒数 (この秒数が経過す
るとコンダクターは何かが失敗したと判断します) は、環境変数 APT_PM_NODE_TIMEOUT で制御しま
す。 セクション・リーダー・プロセスを始動するまでのデフォルトは 30 秒です。 スコアをロードするま
でのデフォルトは 120 秒です。 次の環境変数 APT_PM_NODE_TIMEOUT=300 をプロジェクト・レベル
で設定してください。
300 に設定しても問題が解決しない場合、この環境変数の値を 600 まで増やすことができます。
APT_PM_NODE_TIMEOUT 環境変数でも問題が訂正されない場合は、ジョブを実行しているときにプロセ
ッサー、ディスク・スペース、メモリー、およびスワップをモニターしてください。ノードが SAN 上にあ
るか、または NFS マウントされているかどうかネットワーク管理者に確認してください。

特定のステージのトラブルシューティング
ステージには、それぞれ固有のトラブルシューティングのシナリオがあります。

コネクター・ライブラリーをロードするときのエラーのトラブルシューティ
ング
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーを使用して、接続をテストしたり、データ参照したり、
SQL を生成または検証したりする際に、コネクター・ライブラリーのロードに関連したエラーが発生する
ことがあります。

症状
コネクターが組み込まれた InfoSphere DataStage ジョブが、エラーが表示された場合でも、正常に実行さ
れます。

原因
ライブラリー・パス環境変数が設定されていません。ASB エージェント・プロセスが、コネクター・ライ
ブラリーが必要とするライブラリーを見つけることができず、エラーを発行します。

問題の解決
クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーの場所をライブラリー・パス環境変数に追加してから、
ASB エージェントを再始動してください。
ライブラリー・パス環境変数の名前は、オペレーティング・システムによって異なります。
オペレーティング・システム

ライブラリー・パス環境変数

Microsoft Windows

PATH

58

トラブルシューティング・ガイド

オペレーティング・システム

ライブラリー・パス環境変数

HP-UX

SHLIB_PATH

IBM AIX

LIBPATH

その他のサポートされる Linux、UNIX、および HP-IA オ LD_LIBRARY_PATH
ペレーティング・システム

Big Data File ステージのトラブルシューティング
Big Data File ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

NFS マウントによって libhdfs を共有する場合の潜在的な問題
Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) NameNode と InfoSphere DataStage パラレル・エンジンが、異な
るシステム上にある場合でも、Big Data File ステージがさまざまな HDFS .jar ファイル、HDFS 構成デ
ィレクトリー、および libhdfs ライブラリーにアクセスできるようにしなければなりません。これらの
HDFS コンポーネントにアクセスできるようにするための 1 つの方式は、HDFS サーバーからディレクト
リーをパラレル・エンジン・サーバーに NFS マウントすることです。

症状
一部の HDFS ディストリビューションでは、libhdfs ライブラリーがシステム・ディレクトリー (例え
ば、/usr/lib64) にインストールされます。そのようなディレクトリーには、システム操作にとって重要な
その他のライブラリーが含まれています。したがって、このディレクトリーをリモート・システムから
NFS マウントすると、リモート・システムとローカル・システムでライブラリー・バージョンが一致しな
い場合、システム全体で問題が発生するおそれがあります。リモート・ディレクトリーが既存のローカル
/usr/lib64 ディレクトリー上にマウントされる場合は、特に問題になります。
リモートの /usr/lib64 ディレクトリーが、ローカルの /usr/lib64 ディレクトリー上にマウントされた場
合、システム間のライブラリー・バージョンにわずかな不一致があるだけで、プログラムが必要な共有ライ
ブラリーを /usr/lib64 ディレクトリーからロードしようとすると、システム全体でプログラム障害が発生
するおそれがあります。このような構成では、vi、ls、rpm などのプログラムはシャットダウンされ、その
他のプログラムは「共有ライブラリーをロードできませんでした」というエラーで失敗する可能性がありま
す。ローカル /usr/lib64 ディレクトリー上へのマウントは推奨されません。
パラレル・エンジンがインストールされているサーバー上に新しいマウント・ポイントを作成し (例え
ば、/usr/lib64_hdfs)、InfoSphere DataStage が使用する (dsenv ファイル内の) LD_LIBRARY_PATH 環境
変数にのみ新規ディレクトリーを追加する場合であっても、システム間のバージョン不一致によってジョブ
は失敗することがあります。この構成の場合、障害は InfoSphere DataStage に限定され、他のシステム・
プログラムには影響しません。

問題の解決
使用する HDFS ディストリビューションが、個別にインストール可能なパッケージ内で libhdfs ライブラ
リーを提供している場合、リモート・システムから libhdfs ライブラリーにアクセスするより、パラレル・
エンジンがインストールされているサーバー上にパッケージをインストールしてください。パラレル・エン
ジンがインストールされているサーバー上にライブラリーがローカルにインストールされると、HDFS シ
ステムからの /usr/lib64 ディレクトリーのマウントは不要になります。
リモート側から libhdfs ライブラリーにアクセスしなければならない場合は、以下のステップを実行してく
ださい。
1. 両方のシステムが同じディストリビューション、リリース、およびパッチ・レベルになるようにします
(例えば、一方のコンピューターは SUSE Linux Enterprise 11 サービス・パック 1 でもう一方のコンピ
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ューターは Red Hat Enterprise Linux 6 Update 3 ではなく、両方のコンピューターに SUSE Linux
Enterprise 11 サービス・パック 1 がインストールされているようにしてください)。
2. パラレル・エンジンがインストールされているコンピューター上にマウント・ポイント・ディレクトリ
ーを作成し (例えば、/usr/lib64_hdfs)、その新しいマウント・ポイント上に NFS マウントします。
3. dsenv ファイル内の LD_LIBRARY_PATH 環境変数のみに新しいマウント・ポイント・ディレクトリー
を追加します。システム全体の LD_LIBRARY_PATH 環境変数には、新しいマウント・ポイント・ディ
レクトリーを追加しないでください。目標は、バージョン不一致による副次作用があってもそれを
InfoSphere DataStage にとどめることです。

DB2 Connector ステージのトラブルシューティング
DB2 Connector ステージに固有のいくつかの一般的なエラーについて説明します。

ステージがサーバーからエラー・メッセージを取得できない
データを表示したり、ジョブを実行したりしたときに、エラー・メッセージを取得できないことがありま
す。

症状
データ参照またはジョブの実行を試行したときに、「サーバーからエラー・メッセージを取得できませんで
した (関数=SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV))」エラーを受け取ります。

問題の解決
「インスタンス」プロパティーが、有効な DB2 インスタンスを指定していることを確認します。「インス
タンス」プロパティーがブランクの場合、DB2INSTANCE 環境変数が、有効な DB2 インスタンスを指定し
ていることを確認します。DB2 インスタンスに関する既知の問題について詳しくは、リリース・ノートを
参照してください。

データ参照試行時のコネクター・ライブラリーのロード・エラー
症状
データ参照を試行すると、次のエラー「コネクター・ライブラリーのロードでエラーがありました」を受け
取ります。 エラー・メッセージには、libfcl にエクスポートされていないシンボルについての言及があり
ます。

問題の解決
ASBAgent が使用する LIBPATH/LD_LIBRARY_PATH/PATH 環境変数にリストされているディレクトリーの
順序が正しくありません。ASBNode ディレクトリーに置かれている fcl ライブラリーは、ASBAgent が使
用する LIBPATH/LD_LIBRARY_PATH/PATH 環境変数内で先頭になければなりません。ASBNode fcl ライブ
ラリーが最初に見つかるように環境変数を変更してください。 例えば、パスは次のようなパスでなければ
なりません: LIBPATH=/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/cpp:....[add’l directories]

Action String パラメーターが無効か、長過ぎる
ジョブの書き込みモードが「バルク・ロード」に設定されている場合、Action String パラメーターに関す
るエラーが発生することがあります。

症状
書き込みモードが「バルク・ロード」に設定されたジョブを実行すると、次のエラー「SQL3009N Action
String パラメーターが無効か、または長過ぎます」を受け取ります。

問題の解決
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このエラーは、DB2 9.5 FP2 のバグが原因で発生します。これは、次の技術情報: http://www-01.ibm.com/
support/docview.wss?rs=14&uid=swg21322938 に文書化されています。 DB2 9.5 FP3 をインストールする必
要があります。DB2 9.5 FP3 をインストールした後、次の技術情報 http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21449630 にある指示に従ってパッケージを再バインドする必要があります。

SQL0443N ジョブ実行時のルーチン・エラー
一部のエラーは、パッケージを再バインドすることで解決できます。

症状
ジョブの実行時、次のエラー・メッセージ「SQL0443N ルーチン "SYSIBM.SQLCOLUMNS" (特定名 "COLUMNS")
が、診断テキスト "SYSIBM:CLI:-805" とともにエラー SQLSTATE を返しました。SQLSTATE=38553」を受け
取ります。

問題の解決
パッケージを再バインドします。 以下の技術情報の指示に従ってください。 http://www-01.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg21449630

コネクターのデータ損失または破損の可能性
症状
InfoSphere DataStage ジョブの実行時、以下の警告に類似した警告が表示されます。
DB2: [IIS-CONN-DAAPI-000396] CHAR データベース列に WCHAR 列 COL2 を書き込むと、
文字セット変換によりデータ損失または破損が発生する可能性があります。

原因
メッセージにある WCHAR は、ワイド文字タイプを指し、NChar タイプに相当します。
WCHAR 列 COL2 の長さはデータベース列が CHAR で、文字セットの変換が含まれているために検証で
きません。データ破損と予期しないエラーにつながる恐れがあります。
この問題は、2 つの理由で発生する可能性があります。
v ジョブで列タイプが NChar または NVarChar と指定されている。
v ジョブで列タイプが Char または VarChar と指定されていて、拡張属性「Unicode」が設定されている。
列には Unicode ストリングが格納されますが、CHAR データベース列はデータを非 Unicode フォーマッ
トで格納します。Unicode フィールドには、CHAR 列に対して使用されるデータベース・コード・ページ
に変換できない文字が格納される可能性があります。
仮にすべての文字を変換できたとしても、コネクターは、データベースの CHAR 列のサイズが、ジョブの
Unicode 列に含まれる Unicode 文字のあらゆる可能な組み合わせを格納できるだけの十分なサイズである
かどうか判断できません。変換後の文字は複数バイトを使用する可能性もあります。

問題の解決
ジョブとデータベースの両方で必ず同じ列タイプを使用してください。タイプ Char とタイプ VarChar、ま
たは NChar と NVarChar を使用する必要があります。ジョブの列が、DataStage に保存されている表定義
からロードされる場合、列には自動的に拡張属性「Unicode」設定が適用されます。これにより、Char およ
び VarChar の列は NChar と NVarChar の列に相当することになり、これも警告メッセージの原因になる
ことがあります。拡張属性を手動で削除してください。
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リモート DB2 インスタンスにアクセスするジョブのエラー
症状
リモート DB2 ノードにアクセスするジョブを実行するとき、「インスタンス」プロパティーに特定のイン
スタンスが指定されていると、次のエラーを受け取ります。「DB2 インスタンスの取得中にエラーが発生し
ました。有効な DB2 インスタンスが「インスタンス」プロパティーに指定されていることを確認してくだ
さい。 メソッド sqlegins から理由コード 0、SQLCODE -1,390 が返されました。」

問題の解決
「インスタンス」プロパティーに指定したインスタンスが、構成ファイル内に定義されているノードでは無
効な可能性があります。この問題は、コネクターが DB2 ノード自体で実行されるように設定されている場
合にしばしば発生します。以下の技術情報に従って DB2INSTANCE 環境変数を設定解除することで、この
問題を回避できます。 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21381234

失敗したジョブが接続エラーを報告するのが遅い
DB2 Connector を使用するジョブは失敗する場合がありますが、失敗がすぐには報告されないことがあり
ます。

症状
失敗したジョブが、接続エラーを報告するのが遅くなります。

原因
DB2 Connector が接続を試行したときに DB2 サーバーが失敗した場合、ジョブがハングすると DB2
Connector がこの障害を報告するまでに数時間かかることがあります。DB2 Connector による
SQLConnect() 関数の呼び出し中に DB2 サーバーで障害が起こると、この問題が発生します。

問題の解決
このタイムアウトは DB2 の機能です。db2cli.ini 内に ConnectTimeout CLI/ODBC 構成キーワードを設
定するか、DB2 クライアントで DB2TCP_CLIENT_CONTIMEOUT レジストリー変数を設定することで、こ
のタイムアウトを調整できます。デフォルトのタイムアウト設定では永遠に待機します。 タイムアウトは
データベース別名を使用して設定できます。ConnectTimeout 変数については、以下のトピックを参照して
ください。 http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.apdv.cli.doc/doc/r0021533.html

DB2 Connector が DB2 環境を照会するとユーザー定義関数が失敗する
ユーザー定義関数が、DB2 環境に関する情報にアクセスするための特権を保持していないと、それらのユ
ーザー定義関数が失敗することがあります。

症状
DB2 Connector を使用するジョブを実行すると、次のエラーを受け取ります: "SQL0430N ユーザー定義関数
SYSPROC.ENV_GET_SYS_INFO" (特定名 "ENV_GET_SYS_INFO") が異常終了しました。 SQLSTATE=38503
(CC_DB2Connection::queryServerHostName、ファイル CC_DB2Connection.cpp、行 3,248)

原因
DB2 Connector は、DB2 環境に関する情報を取得するために、以下の照会を実行します。
v select HOST_NAME from SYSIBMADM.ENV_SYS_INFO
v select IS_INST_PARTITIONABLE from SYSIBMADM.ENV_INST_INFO
これらの照会を実行するには、以下の項目が必要です。
v ENV_SYS_INFO 管理ビューに対する SELECT または CONTROL 特権、および ENV_GET_SYS_INFO
表関数に対する EXECUTE 特権
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v ENV_INST_INFO 管理ビューに対する SELECT または CONTROL 特権、および
ENV_GET_INST_INFO 表関数に対する EXECUTE 特権

問題の解決
DB2 Connector の「ユーザー名」プロパティーに指定されているユーザーにこれらの特権を追加し、ジョ
ブを再実行してください。

DB2 Connector が APT 構成ファイル内で使用可能なノードを見つけることができない
DB2 Connector が APT 構成ファイル内で使用可能なノードを見つけることができない場合、その APT フ
ァイルに DB2 ノード・プールを追加する必要があります。

症状
ジョブを実行すると、次のエラーを受け取ります。「コネクターは APT 構成ファイル内で使用可能なノー
ドを見つけることができませんでした。これは通常、コネクター・ステージにノード・プールの制約が指定
されているにもかかわらず、APT 構成ファイル内にこの制約が定義されていない場合に発生します
(CC_DB2Configuration::validateEnvironment、ファイル CC_DB2NodeNegotiation.cpp、行 787」

原因
このエラーは、DB2 Connector ステージにノード・プールの制約が指定されているにもかかわらず、APT
構成ファイルからそのノード・プールが欠落している場合に発生します。IBM DB2/UDB Enterprise ステー
ジを使用するジョブを DB2 Connector ステージを使用するように、コネクター・マイグレーション・ツー
ルでマイグレーションした後で、この問題が発生します。
IBM DB2/UDB Enterprise ステージでは、DB2 というノード・プールが定義されている必要があります。
ジョブがマイグレーションされると、これらのジョブ内の DB2 Connector ステージには、DB2 ノード・プ
ールの制約が指定されることになります。マイグレーションしたジョブを実行する前に、APT ファイルを
編集し、DB2 ノード・プールを削除した場合、このエラーが発生します。

問題の解決
DB2 ノード・プールを APT ファイルに追加しなおしてから、DB2 Connector ステージのノード・プール
の制約を編集してください。

アクティブな DB2 インスタンス値の設定時のエラー
アクティブな DB2 インスタンスを値 NewInstance に設定しているときにエラーが発生しました。アクテ
ィブな DB2 インスタンスは、既に値 CurrentInstance に設定されています。

症状
エラー・メッセージに、DB2 Connector が、アクティブな DB2 インスタンスを、指定された値に設定でき
ないことが示されます。

原因
このエラーが発生する理由は、DB2 Connector を使用する各プロセスに関連付けることができる DB2 イン
スタンスが 1 つのみであるためです。ジョブに複数の DB2 Connector ステージが含まれているときに、
各ステージで別々のインスタンスが指定されると、このエラーが発生します。データ参照したり、メタデー
タをインポートしたりしたときに「インスタンス」プロパティーが変更された場合もこのエラーが発生する
ことがあります。DB2 Connector は、1 つの DB2 インスタンスからのみ接続をテストしたり、データ参照
したり、メタデータをインポートしたりできます。継続的に実行される単一の ASBAgent プロセスが、デ
ザイン時に発生するすべてのアクティビティーを処理します。接続のテスト、データ参照、またはメタデー
タのインポートに使用される最初の DB2 インスタンスが、デザイン時のすべてのアクション用にコネクタ
ーが使用するインスタンスになります。
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問題の解決
異なる DB2 インスタンスを使用するには、以下のいずれかのアクションを実行してください。
v Microsoft® Windows の場合は ASBAgent サービス、UNIX の場合はデーモンを再始動します。
v コネクター・アクセス・サービスの複数インスタンス・サポートを有効にします。
コネクター・アクセス・サービスの複数インスタンス・サポートを有効にするには、以下のステップを実行
します。
1. ASBAgent を停止し、ASBAgent.exe プロセスがシャットダウンされたことを確認します。
2. ASBNode/conf/cas.properties に以下の行を追加することによって、空きソケット・ポートとポート番
号の範囲を指定します。ポート番号の範囲は、環境によって異なります。
multipleprocess.enable=1
multipleprocess.port.range.min=30000
multipleprocess.port.range.max=30010

3. ASBAgent サービスを再始動します。

LOAD ユーティリティーがデータの読み取りを開始するのをコネクターが待機している
ときにタイムアウト・エラーが発生する
LOAD ユーティリティーがデータの読み取りを開始するのを待機している間に、FTP サーバーがタイムア
ウトになります。FTP サーバーに構成されている FIFOOPENTIME が短い場合や、LOAD ユーティリティ
ーの開始が遅い場合、タイムアウトが発生する可能性があります。

症状
LOAD ユーティリティーがデータの読み取りを開始するのをコネクターが待機している間に、次のエラー
を受け取ります。
データ・セット dataset への転送がエラーで失敗しました。550 DELE が失敗しました。dataset が存在しません。
...
125-/tmp/dataset を開くために読み取り処理を待機中
125 転送要求が異常終了しました
450 /tmp/dataset を開くために読み取り処理を待機しているときにタイマーの期限が切れました

dataset 変数は、DB2 Connector に指定されているデータ・セット名から生成されるデータ・セットの名前
です。

問題の解決
エラーを解決するには、次のいずれかのステップを実行してください。
v 「使用」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」>「転送」>「転送コマンド」プロパティーを使用し
て、FIFOOPENTIME の設定値を増やす。
v 「転送コマンド」プロパティーを「quote site fifoopentime=n」に設定する。ここで、n は、LOAD ユー
ティリティーが開始するまで FTP サーバーが待機する秒数です。
FIFOOPENTIME ステートメントの詳細については、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/zos/v1r12/
index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.zos.r12.halz001%2Ffifoopentime.htm のトピックを参照してください。

Hierarchical Data ステージ
Hierarchical Data ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

メモリー不足
症状
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再グループ化ステップ、ソート・ステップ、または階層結合ステップがある Hierarchical Data ステージが
組み込まれたジョブを実行すると、これらのステップでメモリー不足になります。

原因
階層結合ステップ、再グループ化ステップ、およびソート・ステップは、非ストリーミング処理を実行し、
この処理のためにはメモリー内に完全なデータがなければなりません。したがって、これらのステップは、
データの処理を開始する前に、データ・セット全体をキャッシュに入れる必要があります。

問題の診断
Hierarchical Data ステージのほとんどのステップは、入力データをリアルタイムで処理するので、データを
キャッシュに入れる必要はありません。これらのケースのメモリー使用量は、入力データのサイズによって
異なります。階層結合ステップの「最適化タイプ」フィールドで「ディスク・ベース」オプションを選択し
ても、問題の解決にはなりません。同様に、「データ・セットがメモリーに収まる - ソートの最適化」チ
ェック・ボックスをクリアしても、ソート・ステップでのメモリーの問題は解決されません。

問題の解決
以下のタスクを 1 つ以上実行します。
v データが再グループ化ステップの入力として使用される前に、データをソートする。再グループ化ステ
ップがステージの最初のステップでない場合、再グループ化ステップの入力として使用される前にデー
タの並べ替えが行われることがないようにしてください。データ・レコードをソートする場合は、
Hierarchical Data ステージのソート・ステップを使用する代わりに、Sort ステージを使用してくださ
い。
v Wave Generator ステージを使用してデータをウェーブに分割し、データのウェーブごとにジョブを実行
する。この方法は、パラレル・ジョブに対してのみ有効です。
v 大きなデータ・セットを使用するジョブ実行を複数のジョブ実行に分割する。各実行で、大きなデー
タ・セットのサブセットを処理します。

Java Integration ステージのトラブルシューティング
Java Integration ステージに固有のいくつかの一般的なエラーについて説明します。

ステージ・エディターのエラー
Java Integration ステージの使用時に、特定の GUI エラーが発生することがあります。

症状
v 「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で「構成」をクリックすると、以下の警告メ
ッセージが発生する場合があります。
Failed to instantiate the resource wrapper class

v ステージ・プロパティーの「使用法」>「ユーザー・クラス」プロパティーで「選択」をクリックする
と、以下の警告メッセージが発生する場合があります。
Failed to send the request to the handler: The agent at HOST123:31531
is not available.

問題の解決
ASB エージェントが作動していることを確認し、必要であれば ASB エージェントを再始動してくださ
い。
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ASB エージェントのログ・ファイルが、ステージ・エディターで発生したエラーを理解するのに役立つこ
とがあります。ファイルの名前は asb-agent-xx.out で、com.ibm.iis.cas.level=ALL が
ASBNode/conf/asbagent-logging.properties ファイルに追加されていれば、ASBNode/logs フォルダー内に
あります。

ランタイム・エラー
Java Integration ステージ・ジョブを構成してコンパイルした後、特定のランタイム・エラーが発生するこ
とがあります。
ステージの構成の問題:
Java Integration ステージが組み込まれたジョブの実行時に、ステージの構成に関連したエラーが発生しま
す。
症状
ユーザー・クラス userClass が、「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で指定され
たクラスパス内で見つからない場合、次のエラーが発生することがあります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: java.lang.ClassNotFoundException:
userClass
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:588)
at java.lang.ClassLoader.loadClassHelper(ClassLoader.java:743)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:711)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:690)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java:155)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java: 250)

ユーザー・クラスが初期化時の接続テストに失敗した場合、継承元が
com.ibm.is.cc.javastage.api.Processor クラスでも com.ascentialsoftware.jds.Stage クラスでもない
クラスに対して以下のエラーが発生することがあります。
接続テストが失敗しました (PXBridgeOp::negotiate、ファイル pxbridge.c、行 1,684)

問題の解決
Processor クラスまたは Stage クラスから継承されたユーザー・クラス・ファイル、または該当クラスが含
まれている .jar ファイルを、パラレル・エンジンがアクセスできるディレクトリーに追加してください。
Java Integration ステージで、「使用法 - Java - クラスパス」プロパティーを、該当ファイルが含まれてい
るパス名に設定してください。
正しいクラスパスが指定されていたか確認するには、「使用法 - ユーザー・クラス」プロパティーで「選
択」をクリックし、ユーザー・クラスを選択します。
JVM に関連した問題:
Java Integration ステージの実行時に、JVM の作成に関連したエラーが発生することがあります。
症状
コンダクターは、単一のプロセスとして実行され、単一の JVM を作成します。JVM のオプションは、作
成されるジョブ内のいずれかの Java Integration ステージで指定されます。複数の Java Integration ステー
ジがあるジョブを実行すると、以下のエラーが発生することがあります。
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JVMDUMP039I 2013/08/15 11:46:11 com.ibm.tools.attach.enable でダンプ・イベント
"systhrow"、詳細 "java/lang/OutOfMemoryError" を処理しています - お待ちください。
JVMDUMP032I JVM は、イベントの応答としてシステム・ダンプ
(’C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥dstage1¥core.20130815.
114611.3932.0001.dmp’ を使用する)
を要求しました

最大ヒープ・サイズが、ある Java Integration ステージに対しては十分であっても、すべての Java
Integration ステージに対して十分であるとは限らない場合に、このエラーが発生する可能性があります。
問題の解決
1. 必要な JVM オプションを確認します。
2. 環境変数 CC_MSG_LEVEL を 2 に設定します。
3. ジョブをコンパイルして、実行します。
JVM オプションは、ジョブ・ログの以下のセクションで確認できます。
CC_JNICommon.cpp:(634)
The JVM is started with these options =
-Dcom.ibm.tools.attach.enable=no
-Dcom.ibm.is.cc.options=noisfjars
-Xmx256m -Djava.class.path=
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine/../DSComponents/bin/ccapi.jar;.;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2java.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥sqlj.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc_license_cu.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥bin;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥common.jar

4. どの程度の JVM ヒープ・サイズが必要であるか確認して、JVM オプション -Xmx で最大ヒープ・サイ
ズの値を変更した後、環境変数 CC_JVM_OVERRIDE_OPTIONS に JVM オプションを設定します。
$CC_JVM_OVERRIDE_OPTIONS =
-Dcom.ibm.tools.attach.enable=no
-Dcom.ibm.is.cc.options=noisfjars
-Xmx512m -Djava.class.path=
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine/../DSComponents/bin/ccapi.jar;.;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2java.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥sqlj.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc_license_cu.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥bin;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥common.jar

Java Pack に関連した問題:
既存の Java Pack ジョブからマイグレーションされた Java Integration ステージの実行時に、致命的エラー
が発生することがあります。
症状
1. オリジナルの Java Pack ジョブは何もエラーをスローしていなかった場合でも、コネクター・マイグレ
ーション・ツールを使用してマイグレーションされた Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、
java.lang.ClassNotFoundException が発生することがあります。
Java_Client: java.lang.ClassNotFoundException:
myClass.MyTester at
java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:588)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:743)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:711)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:690)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java:155)
at (com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection::connect
(CC_JavaConnection.java: 250)
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2. Java Pack API を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致命的エラーが発生す
ることがあります。
JavaPackTransformer: java.lang.IllegalAccessError:
クラス com/ibm/is/cc/javastage/connector/CC_JavaPackProcessor が
クラス com/ascentialsoftware/jds/Stage の "package private"
メンバーに不正にアクセスしています
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaPackProcessor.<init>
(CC_JavaPackProcessor.java: 121)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java: 167)

問題の解決
最初のエラーは、Java Pack では $DSHOME ディレクトリーが「Java Pack プロパティー・エディター」の
ステージ・プロパティー「ユーザーのクラスパス」で指定された相対パスのルート・ディレクトリーと見な
されるために発生することがあります。Java Integration ステージでは、$DSHOME ディレクトリーがルー
ト・ディレクトリーではない場合もあります。ユーザー・クラス・ファイルが $DSHOME に対して相対的
な位置関係のディレクトリーのみに配置されていた場合、こうした例外が発生します。
最初のエラーを訂正するには、「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」のステージ・プ
ロパティー「使用法 - Java - クラスパス」で絶対パスを指定するか、あるいは、プロジェクト・ディレク
トリー $DSHOME/../Projects/<project_name> にクラス・ファイルをコピーします。
2 番目のエラーは、Java Integration ステージ・ランタイムが Java Integration ステージ向けでない Java
Pack メソッドを間違って呼び出したために発生することがあります。Java Pack 用の tr4j.jar という名
前の JAR ファイルをクラスパスに指定した可能性があります。
2 番目のエラーを訂正するには、Java Pack 用の JAR ファイルである tr4j.jar を以下のものから削除す
る必要があります。
v オペレーティング・システム、DataStage プロジェクト・プロパティー、およびジョブ・プロパティーで
指定された CLASSPATH 環境。
v 「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」の「使用法 - Java - クラスパス」。
v 「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」の「使用法 - Java - VM オプション」で指
定された -classpath または -cp オプション。
ステージ機能に関連した問題:
Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、ステージ機能に関連したエラーや警告が発生することがあ
ります。
症状
1. Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致命的警告が発生することがあります。
ウェーブ・マーカーを出力できません。

2. Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致命的エラーが発生することがあります。
ステージ・デザインが Java コードと互換性がありません。
ステージに 0 個の出力リンクがありますが、Java コードでは最小 1 個、最大 1 個が想定されています。

問題の解決
最初のエラー警告は、ユーザー・クラス内で OutputLink.writeWaveMaker() を呼び出してウェーブ・マー
カーを出力リンクに出力しようとしましたが、この機能が getCapabilities() で false に設定されていた
ので許可されなかったために発生した可能性があります。
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最初の問題を修正するには、機能の矛盾を解決するように Java コードを変更する必要があります。
2 番目のエラーは、ユーザー・クラスでは Java Integration ステージに 1 つの出力リンクがあると想定し
ていたにもかかわらず、ジョブ・デザインでは Java Integration ステージに出力リンクが存在しなかったた
めに発生した可能性があります。
2 番目の問題を修正するには、Java コードで定義された機能に基づいてジョブ・デザインを変更する必要
があります。
列マッピングに関連した問題:
JavaBeans を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、致命的エラーや警告が発生すること
があります。
症状
1. JavaBeans を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致命的エラーが発生する可
能性があります。
Com.ascential.e2.common.CC_Exception: Java Bean を設定できませんでした。
クラス名: userClass
列から Bean プロパティーへのマッピングが定義されていません。
「列マッピング・エディター」ウィンドウを起動して、Bean の列マッピングを定義してください。
Bean クラス名: userInputBean
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaLinkImpl.setBeanInfo
(CC_JavaLinkImpl.java: 146)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaInputLinkImpl.setBeanClass
(CC_JavaInputLinkImpl.java: 128)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.updateLinkWithBeanInfo
(CC_JavaAdapter.java: 208)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.preRunNode
(CC_JavaAdapter.java: 421)

2. JavaBeans を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の警告が発生する可能性があ
ります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: Java Bean を設定できませんでした。
クラス名: userOutputBean
タイプの不一致が発生しました。列名: aaa、列タイプ・クラス: java.sql.Date、
Bean プロパティー名: bbb、Bean プロパティー・タイプ・クラス: java.lang.String、
Bean クラス名: userOutputBean
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaLinkImpl.setBeanInfo
(CC_JavaLinkImpl.java: 146)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaOutputLinkImpl.setBeanClass
(CC_JavaOutputLinkImpl.java: 278)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.updateLinkWithBeanInfo
(CC_JavaAdapter.java: 218)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.preRunNode
(CC_JavaAdapter.java: 421)

問題の解決
この致命的エラーは、ユーザー・クラス userClass に getBeanForInput() をコーディングすることで入力
リンクに userInputBean を指定したが、そのリンクに列マッピングを設定しなかったために発生する可能
性があります。
この警告は、出力リンクに userOutputBean を指定し、そのリンクも構成済みであるが、列タイプが
java.sql.Date となっている間違った DataStage 列 aaa を選択し、それをタイプが java.lang.String と
なっている Java Bean プロパティー bbb にマップしたために発生した可能性があります。
問題を修正するには、以下のアクションを実行してください。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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1. リンク・プロパティー「使用法 - 列マッピング」を確認します。
2. 「構成」をクリックして、リンク・プロパティーを更新します。
3. 「列マッピング・エディター」で現在の設定を確認できます。各 DataStage 列のプルダウン・リストか
ら必要な設定を選択してマッピングを変更します。
4. すべての JavaBean プロパティーを表示するには、「オブジェクトの参照」をクリックします。「Bean
プロパティーの選択」ダイアログのチェック・ボックスをクリックして、それらを表示して選択できま
す。
5. 新規の選択を保存する場合は、「Bean プロパティーの選択」ダイアログで「OK」をクリックし、「列
マッピング・エディター」で「完了」をクリックします。
リンクに関連した問題:
複数の入力リンクまたはリジェクト・リンクがある Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、致命的
エラーが発生することがあります。
症状
1. 複数の入力リンクを持つ Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致命的エラーが発生す
ることがあります。
[Input link 0] com.ascential.e2.common.CC_Exception:
ユーザー・コードがこのリンクの Bean クラス「YourInput」を戻しましたが、
これは、デザインで指定された「MyInput」に一致しません。
「列マッピング・エディター」ウィンドウを起動して、列マッピングを再構成してください。
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaInputLinkImpl.setBeanClass
(CC_JavaInputLinkImpl.java: 123)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.updateLinkWithBeanInfo
(CC_JavaAdapter.java: 208)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.preRunNode
(CC_JavaAdapter.java: 421)

2. リジェクト・リンクを持つ Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致命的エラーが発生
することがあります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: リジェクト・リンクが構成されていません。
リジェクト・リンクを構成して保存してください。
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.
CC_JavaRecordDataSetConsumer.setRejectManager
(CC_JavaRecordDataSetConsumer.java: 182)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.getRejectDataSetProducer
(CC_JavaAdapter.java: 349)

問題の解決
最初のエラーは、列マッピングの構成後にリンク順序を変更した場合に発生する可能性があります。
エラーを修正するには、「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で「構成」ボタンをク
リックし、再度、列マッピングを構成してください。ジョブに入力リンクおよび出力リンクが複数ある場合
は、「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」の「リンク順序」タブで常にリンク順序を
確認して、ジョブ・デザインと Java コードの間で矛盾が生じないようにする必要があります。
2 番目のエラーを修正するには、「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で「リジェク
ト」タブを開き、ステージ・プロパティー「リジェクト - From リンク」で正しい入力行が選択されてい
ることを確認する必要があります。

JDBC Connector ステージのトラブルシューティング
JDBC Connector ステージに固有のいくつかの一般的なエラーについて説明します。
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構成ファイルにアクセスできない
isjdbc.config ファイルが構成されているにもかかわらず、構成ファイルにアクセスできないことを示すエ
ラーが発生します。

症状
構成ファイルにアクセスできないことを示すエラーが発生します。

問題の解決
以下のステップを実行してください。
v 構成ファイルが、InfoSphere Information Server エンジン層インストール済み環境の DSEngine ディレク
トリーに保存されていることを確認する。
– Windows オペレーティング・システムの場合、DSEngine ディレクトリーのデフォルトの場所は、
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine です。
– Linux および UNIX オペレーティング・システムの場合、デフォルトの場所は、/opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine です。
v ファイルの名前が、すべて小文字の isjdbc.config であり、前後に空白文字を含んでいないことを確認
する。
v ファイルがエンジン層コンピューターに保存されていることを確認する。
v エンジン層が複数のホストに及ぶ場合、すべてのホストで同じ場所からファイルにアクセス可能なこと
を確認する。ファイルのコピーを各ホストで同じ DSEngine の場所に作成するか、すべてのホストから
アクセス可能な共有 DSEngine ネットワーク・ロケーションを使用できます。
v InfoSphere DataStage ユーザーとローカル Administrator ユーザー (Windows) またはシステム root ユー
ザー (Linux と UNIX) 向けの読み取り権限がファイルに設定されていることを確認する。Linux および
UNIX では、同じ場所に保管されている .odbc.ini ファイルの許可も確認し、isjdbc.config ファイル
と同じ許可を設定してください。
v 構成ファイルの内容が正しいフォーマットであることを確認する。

JDBC Connector ステージの使用時に適切なドライバーが見つからない
JDBC 構成ファイル内でドライバー・クラスパスが正しく指定されていないとエラーが発生します。

症状
適切なドライバーが見つからないことを示すエラーが発生します。コネクターは指定の URL 値の適切なド
ライバーを見つけることができませんでした。

問題の解決
ドライバー・クラスパスに関する情報とドライバー・クラスの名前が、次のように isjdbc.config 構成フ
ァイルに組み込まれているか確認してください。
v 構成ファイル内の CLASSPATH エントリーには、ドライバーの完全修飾クラスパスを含める必要があり
ます。ドライバーが、複数の JAR ファイルで構成されるか、複数の JAR ファイルに依存している場合
には、すべての JAR ファイルの場所を含める必要があります。
ドライバーが 1 つ以上の JAR ファイルに実装されている場合、指定された JAR ファイルがシステム
に存在していることを確認してください。また、InfoSphere DataStage ユーザーと、Windows の場合には
ローカル Administrator ユーザー、Linux および UNIX の場合にはシステム root ユーザーに対して、
JAR ファイルの読み取り許可と実行許可が有効になっているか確認してください。
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v ご使用のドライバーの JDBC バージョンが不明の場合は、ドライバー JAR アーカイブ内にファイル
META-INF¥services¥java.sql.Driver が存在するか確認してください。このファイルが存在し、ドライ
バー JDBC クラス名を示す単一値が含まれている場合、このクラス名を CLASS_NAMES エントリーに
指定する必要はありません。
構成ファイル内の CLASS_NAMES エントリーには、java.sql.Driver JDBC インターフェースを実装す
るドライバーの Java クラスの完全修飾名を含める必要があります。この情報は、ドライバーがバージョ
ン 4.0 より前の JDBC API バージョンに基づいている場合にのみ必要です。このクラスの名前について
は、ドライバーの資料を参照してください。

コネクターがすべてのスキーマ不一致の検出と報告に失敗する
コネクターは、リンクの列定義と JDBC データ・ソース内の列定義の間の不一致を報告するように構成さ
れています。しかし、コネクターがすべての不一致の検出と報告に失敗します。

症状
コネクターは、リンクの列に対応するデータ・ソース内の列の JDBC データ・タイプを判別しようとしま
す。コネクターは、データ・タイプが非互換であると判断すると、スキーマ不一致の警告を報告します。
ドライバー、データ・ソース、およびステージの使用シナリオによって、データ・タイプ不一致のチェック
が行われないようになっている可能性があります。

原因
コネクターは、ベスト・エフォート方式でスキーマ不一致をチェックします。常にすべての矛盾を検出でき
るとは限りません。

問題の解決
この機能は、リンクの列定義を構成する際の援助機能としての使用にとどめてください。スキーマ不一致チ
ェックはジョブのセットアップ・フェーズで行われます。スキーマ不一致チェックに関係なく、コネクター
はジョブ処理フェーズにおいてスキーマ不一致の詳細をチェックします。追加チェックが発生するのは、コ
ネクターが JDBC ドライバーに値を提供するとき、または JDBC ドライバーから値を受け取るときです。
そのときにコネクターがデータ切り捨てや文字セット変換の問題を検出すると、コネクターはエラーを報告
し、ジョブが失敗します。

CREATE TABLE が正常に実行されない
コネクターは、ターゲット表を自動的に作成するように構成されていますが、生成された CREATE
TABLE が正常に実行されませんでした。

症状
入力リンクの列定義、ドライバー、およびデータ・ソースによっては、コネクターが有効な CREATE
TABLE ステートメントを生成できない場合があります。

原因
CREATE TABLE ステートメントを生成するために、コネクターは、まず入力リンクの各列定義を
InfoSphere DataStage データ・タイプから、最も一致に近い JDBC データ・タイプにマップします。次に、
コネクターはドライバーに照会して、その JDBC データ・タイプに対応するデータ・ソース・ネイティ
ブ・タイプを判別します。
入力リンクのデータ・タイプによっては、コネクターがいくつかの異なる JDBC データ・タイプを試すこ
とがあります。ただし、一部のケースで、コネクターから提示されたいずれの JDBC データ・タイプに対
しても、ドライバーがネイティブ・データ・タイプを報告しないことがあります。そのような場合、コネク
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ターは最初の JDBC データ・タイプを CREATE TABLE ステートメントに使用します。これが結果とし
て、ステートメントの実行が失敗する原因になることがあります。コネクターは、生成された CREATE
TABLE ステートメントの完全なテキストをジョブ・ログに書き込みます。

問題の解決
このエラーを訂正するには、以下のステップを 1 つ以上実行してください。
v 入力リンク列に対して別のデータ・タイプを使用する。入力リンクの列定義が、ジョブ実行時にその列
によって表される実際のデータ値に対して有効になるようにしてください。
v CREATE TABLE ステートメントを手動で入力する。生成された CREATE TABLE ステートメントをジ
ョブ・ログからステージ・エディターの「CREATE TABLE ステートメント」プロパティーにコピー
し、それを基にしてステートメントを作成することもできます。
詳しくは、表を作成するデータ・ソースの資料を参照してください。ステートメント内の必要な列に使
用するネイティブ・データ・タイプを見つけ、それらのデータ・タイプを直接、ステートメント内に指
定します。
表の列に指定するネイティブ・データ・タイプは、ジョブ実行時にそれらの列に書き込まれる実際のデ
ータ値に対して有効になるようにしてください。
マッピングについて詳しくは、../com.ibm.swg.im.iis.conn.jdbc.usage.doc/topics/
jdbc_mapping_datatype_to_nativedatatypes.ditaのトピックを参照してください。

ジョブが失敗し、データ切り捨てまたは文字セット変換エラーを報告する
リンクの列の「長さ」プロパティーがデータ・ソース内の列の長さと一致する場合でも、コネクターがリン
クの文字ベースの列を使用して、データ・ソース内の文字ベースの列の値を読み取るか、値を書き込むとき
に、ジョブが失敗し、データ切り捨てまたは文字セット変換エラーを報告します。

症状
ジョブが失敗し、データ切り捨てまたは文字セット変換エラーを報告します。

原因
リンク上の Char、VarChar、LongVarChar、NChar、NVarChar、および LongNVarChar 列の場合、コネクタ
ーは、2 バイト Java Unicode 値として JDBC ドライバーと値を交換します。
NChar、NVarChar、および LongNVarChar 列と、「拡張」プロパティーが Unicode に設定されている
Char、VarChar、および LongVarChar 列の場合、コネクターは、2 バイト Unicode 値として InfoSphere
DataStage フレームワークと値を交換します。
「拡張」プロパティーが Unicode に設定されていない Char、VarChar、および LongVarChar 列の場合、コ
ネクターは、「非 Unicode 列の文字セット」プロパティーでステージに指定されている文字セット・エン
コードに基づいて InfoSphere DataStage フレームワークと値を交換します。このプロパティーの値が「デ
フォルト」に設定されていると、デフォルトのシステム・ロケールの文字セット・エンコードが使用されま
す。このプロパティーの値が「カスタム」に設定されていると、使用する文字セット・エンコードは、「文
字セット名」プロパティーで指定されます。
リンクの列の「長さ」プロパティーは、NChar、NVarChar、および LongNVarChar 列と、「拡張」プロパ
ティーが Unicode に設定されている Char、VarChar、および LongVarChar 列の場合は 2 バイト単位で測
定され、「拡張」プロパティーが Unicode に設定されていない Char、VarChar、および LongVarChar 列の
場合はバイト単位で測定されます。リンクの列とデータ・ソース内の列に同じ長さが指定されている場合で
も、これらの違いによって、列定義の矛盾につながることがあります。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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例えば、データ・ソース内のある列を VARCHAR(10) の列として定義します。この列は、2 バイトの
Unicode 値を 10 個保管できることになります。これに対応するリンク上の列は VarChar(10) の列として定
義され、「拡張」プロパティーは Unicode に設定されていないものとします。コネクターは、データ・ソ
ース内のこの列から値をフェッチするとき、2 バイト Unicode 文字 10 個で構成される Java Unicode ス
トリングとしてフェッチします。
「非 Unicode 列の文字セット」プロパティーが「デフォルト」に設定されており、現行システム・ロケー
ルの文字セット・エンコードが UTF-8 であるか、または「非 Unicode 列の文字セット」プロパティーの
値が「カスタム」に設定されており、「文字セット名」プロパティーに UTF-8 文字セット・エンコードが
指定されているかのいずれかの理由で、コネクターが、この値を UTF-8 エンコードに変換しなければなら
ないとします。さらに、フェッチされた値に含まれる 2 バイト文字のいくつかが、2、3、または 4 バイト
の UTF-8 文字になるとします。この場合、変換後の値は、10 バイトから 40 バイトの間のストレージを
必要とする可能性があります。必要なストレージが 10 バイトを超えると、コネクターは、リンク列の長さ
が十分でないことを検出し、エラーを報告します。

問題の解決
前述の例に示されているようなエラーを訂正するには、以下のいずれかのアクションを実行します。
v リンクの列定義のデータ・タイプを NVarChar(10) に変更する。
v 列の「拡張」プロパティーを「Unicode」に設定する。
v すべての値に対応できるように、列定義の長さを 40 に増やす。

ジョブが失敗し、未使用列が検出された
コネクターは、リンク上のレコードを対象に実行するステートメントで使用されていない列をそのリンク上
で検出すると、検出した不一致列に関するエラーを報告します。

症状
コネクターがリンク上の不一致列に関するエラーを報告し、ジョブが失敗します。

問題の解決
このエラーの解決策は、コネクターが JDBC データ・ソースからデータを読み取るように構成されている
か、JDBC データ・ソースにデータを書き込むように構成されているかによって異なります。
コネクターがデータ・ソースから行を読み取るように構成されている場合は、コネクターが行の読み取りに
使用する SELECT ステートメントの選択リスト内に、リンク上の列に対応する列が組み込まれているか確
認してください。あるいは、不一致列をリンクから削除してください。
以下の表に、サンプルのシナリオと、コネクターが JDBC データ・ソースからデータを読み取るように構
成されている場合に発生する可能性がある個々の問題、それらの問題の解決策を示します。
SELECT ステートメント

出力リンク列

問題

解決策

SELECT C1,
C3 FROM TABLE1

C1、C2、および C3

リンク列 C2 が不一致列と
見なされ、エラーになりま
す。

以下のいずれかのステップ
を実行してください。
v ステートメントを以下の
ように変更する。
SELECT C1, C2,
C3 FROM TABLE1
v 列 C2 を出力リンクから
削除する。
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SELECT ステートメント

出力リンク列

SELECT ステートメントは C1、C2、および C3
自動的に生成され、ソース
表 TABLE1 には列
C1、C3、および C4 が含ま
れています。

問題

解決策

コネクターは、C4 に対応す
る列が出力リンクに定義さ
れていないと判断するた
め、生成するステートメン
トに表列 C4 を組み込ま
ず、そのデータはフェッチ
しません。しかし、列 C2
は出力リンクに存在するた
め、コネクターは生成する
ステートメントにこの列を
組み込みます。表には同じ
名前の列がないため、結果
としてエラーになります。

以下のいずれかのステップ
を実行してください。
v 列 C2 を表に追加する。
v 列 C2 を出力リンクから
削除する。

コネクターが入力リンクからのレコードをデータ・ソースに書き込むように構成されている場合、入力リン
ク上の各列が、データ・ソースにレコードを書き込むのにステージが使用する 1 つ以上の SQL ステート
メントによって参照されなければなりません。入力リンク上の列が参照されない場合の動作は、「不一致の
フィールドをドロップ」プロパティーの値によって異なります。このプロパティーが「いいえ」に設定され
ていると、コネクターはエラーを報告し、ジョブは失敗します。プロパティーが「はい」に設定されている
と、コネクターは、使用されない入力リンク列ごとに情報メッセージを報告してその列が無視されることを
示し、ジョブは続行されます。
以下の表に、サンプルのシナリオと、コネクターが JDBC データ・ソースにデータを書き込むように構成
されている場合に発生する可能性がある個々の問題、それらの問題の解決策を示します。
書き込みモード

入力リンク列

問題

コネクターは、「挿入」書
き込みモードで稼働し、以
下のステートメントを実行
するように構成されていま
す。

C1、C2、および C3

コネクターは、入力リンク 以下のいずれかのステップ
列 C2 が INSERT ステート を実行してください。
メントによって参照されて v INSERT ステートメント
いないことを判別し、「不
を以下のように変更す
一致のフィールドをドロッ
る。
プ」プロパティー値に基づ
INSERT INTO
いて動作します。
TABLE1(C1,
C2, C3)
VALUES
(ORCHESTRATE.C1,
ORCHESTRATE.C2,
ORCHESTRATE.C3)

INSERT INTO
TABLE1(C1, C2, C3)
VALUES (
ORCHESTRATE.C1,
’job 1’,
ORCHESTRATE.C3)

解決策

v 列 C2 を入力リンクから
削除する。
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書き込みモード

入力リンク列

コネクターは、「挿入」書 C1、C2、および C4
き込みモードで稼働するよ
うに構成されており、列
C1、C3、および C4 を持つ
表 TABLE1 にレコードを
挿入するために使用する
INSERT ステートメントを
自動的に生成します。

問題

解決策

対応する列が入力リンク上
に存在しないため、コネク
ターは、生成する INSERT
ステートメントに列 C4 を
組み込みません。列 C2 は
入力リンク上に存在します
が、ターゲット表内に一致
する列がないため、コネク
ターはこの入力リンク列を
不一致列と見なします。

以下のいずれかのステップ
を実行してください。
v 列 C2 を表に追加する。
v 列 C2 を入力リンクから
削除する。

Greenplum Connector ステージのトラブルシューティング
Greenplum Connector ステージに固有のいくつかの一般的なエラーについて説明します。

gpfdist プログラムとの接続が失敗する
Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム gpfdist が各 InfoSphere DataStage ノードで実行される際
に、プログラムにアクセスできないことを示すエラーが返されます。

症状
gpfdist プログラムと Greenplum サーバーの間でネットワーク・アクセスが到達できないことを示すエラ
ー・コード 110 のエラーを受け取ります。

問題の解決
実行時に、Greenplum サーバーは gpfdist プログラムにアクセスします。Greenplum サーバーが gpfdist
が実行される InfoSphere DataStage ノードにネットワーク・アクセスできることを確認するために、以下
の 1 つ以上の作業を実行します。
v ping または wget コマンドを使用して、Greenplum サーバーから InfoSphere DataStage ノードへの接続
をテストします。
v gpfdist プログラムは http プロトコルを使用するため、http 接続が開いていて、Greenplum サーバーお
よび InfoSphere DataStage ノードでアクセス可能であることを確認します。http 接続をテストするに
は、Web ブラウザーまたは lynx コマンドを使用します。
v InfoSphere DataStage パラレル構成ファイルの fastname 項目で示される InfoSphere DataStage ノードの
ホスト名を Greenplum サーバーが解決できることを確認します。場合により、InfoSphere Information
Server エンジン層の IP アドレスおよびホスト名をネットワーク hosts ファイルに追加する必要があり
ます。

コネクターが gpfdist プログラムを開始できない
Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム gpfdist が各 InfoSphere DataStage ノードで実行された際
に、プログラムを開始できなかったことを示すエラーが返されます。

症状
プログラムを開始できなかったことを示すエラーを受け取ります。さらに、gpfdist 実行可能ファイルがシ
ステム・パスにないことを示すオペレーティング・システム・エラー・メッセージを受け取る場合もありま
す。

原因
gpfdist プログラムが InfoSphere Information Server エンジン層のシステム・パスにありません。
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問題の解決
以下の作業を実行してください。
v 以下を更新します。
–

Windows

–

Linux

Windows を使用している場合は、システム環境
Linux を使用している場合は、dsenv ファイル

v 「IBM InfoSphere Information Server 接続ガイド: Greenplum データベースへのアクセス編」の
Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム (gpfdist) のトピックに記載されているすべての指示に
従っているかどうか確認します。
v ユーザーが DataStage に関連付けたオペレーティング・システムに gpfdist へのアクセス権があるこ
と、および gpfdist を実行する許可があることを確認します。$GPHOME_LOADERS/bin ディレクトリーに
ある gpfdist へのアクセスおよび実行を許可できます。

使用可能な基本セグメントを超える gpfdist インスタンスが外部表にある
Greenplum Connector は、Greenplum サーバーで使用できる基本セグメントの数を超える処理ノードを使用
すると、エラーを報告します。

症状
ドライバーにより、使用可能な基本セグメントの数を超える gpfdist インスタンス (または URL) が外部
表にあることを報告するエラーが出されます。

問題の解決
Greenplum Connector によって呼び出される gpfdist インスタンスの数は、DataStage ジョブで使用される
処理ノードの数により決まります。各処理ノードは、外部表で定義されている場所を提供する gpfdist プ
ログラムのインスタンスを呼び出し、それに接続します。
このエラーを解決するには、コネクターの処理ノードの数を特定し、次のいずれかの作業を実行します。
v パラレル構成ファイル ($APT_CONFIG_FILE) で定義されているノードの数を、使用可能な基本セグメント
の数以下の値に減らします。
v ノード・プールを作成し、Greenplum Connector の処理ノードのサブセットを定義します。このサブセッ
トには、使用可能なセグメントよりも少ない数の処理ノードを含めます。
v Greenplum セグメントが他の処理によって占有されないこと、および外部表をスキャンするための十分
な数のセグメントが許可されるように Greenplum サーバーが構成されていることを確認します。
Greenplum サーバー構成パラメーターの gp_external_max_segs を使用して、外部表をスキャンするセ
グメントの数を制御できます。

Greenplum のジオメトリック・データ・タイプまたはマルチフォーマット・データ・タ
イプでデータが切り捨てられる
Greenplum のジオメトリック・データ・タイプまたはマルチフォーマット・データ・タイプから読み取りを
行うために Greenplum Connector で InfoSphere DataStage Varchar データ・タイプを使用すると、一部のデ
ータが切り捨てられることがあります。

症状
Greenplum のジオメトリック・データ・タイプまたはマルチフォーマット・データ・タイプから読み取りを
行うために InfoSphere DataStage Varchar データ・タイプを使用すると、出力リンクに送信されるデータが
切り捨てられます。コネクターは警告またはエラーを報告しません。

原因
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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一部の Greenplum データ・タイプは InfoSphere DataStage タイプに直接マップされず、列グリッドで
Varchar データ・タイプが使用されます。Varchar 列に対して定義されている長さが短すぎて、これらのい
ずれかの Greenplum データ・タイプのデータを一部しか格納できない場合、データは切り捨てられます。

問題の解決
リンクの Varchar 列の列長を大きくして、レコードのすべてのデータを列に格納できるようにしてくださ
い。

キー列を使用したジョブが「エラー: 演算子が存在しません」というエラーにより失敗す
る
Greenplum サーバーは、SQL ステートメントで 1 つ以上の列に対して等号演算子 (=) の使用をサポート
していません。

症状
Greenplum サーバーのドライバーにより、タイプ <type> に対して演算子が存在しないことを示すエラー
が報告されます。以下のようなエラー・メッセージが表示されます。
エラー: 演算子が存在しません: <type>=<type> (ヒント: 指定された名前および引数タイプに一致する演
算子がありません。場合によっては、明示的な型キャストを追加する必要があります。

原因
コネクターにより SELECT、DELETE、または UPDATE ステートメントが生成される場合、「キー列」プ
ロパティーに指定されている列がステートメントの WHERE 節で使用されます。WHERE 節で使用される
列は、等号演算子をサポートしている必要があります。このエラーが発生する原因は、1 つまたはすべての
キー列のデータ・タイプ (例えば、xml、polygon) が等号演算子をサポートしていないことです。

問題の解決
次のいずれかの手順を実行します。
v ユーザー定義のステートメントを使用し、問題となっているタイプ <type> の列を、等号演算子をサポ
ートするタイプ (text など) にキャストします。
v キー列のリストから問題の列を削除します。

許可エラーでジョブが失敗する
Greenplum Connector が、gpfdist プログラムおよび外部表を使用してデータの読み込みまたは書き込みを
行うときに、エラーを報告します。

症状
ドライバーからの以下のエラーにより、外部表を作成するのに必要な権限がないことが示されます。
エラー: 許可されませんでした: type gpfdist 外部表の作成権限がありません
ここで、type は、コネクターが作成する外部表のタイプです。

原因
ジョブが失敗する原因は、コネクターに対して指定されているユーザーまたはロールに、外部表を作成する
ために必要な権限がないことです。

問題の解決
このエラーを解決するには、コネクターが Greenplum データベースに接続するために使用するユーザーま
たはロールに CREATEEXTTABLE 権限を付与する必要があります。
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以下に例を示します。 ALTER ROLE dsuser WITH CREATEEXTTABLE;

Join ステージ
Join ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

Join ステージがヒープ割り振りエラーで終了する
症状
Join ステージがヒープ割り振りエラーで終了します。

原因
Join ステージは、最初に 1 次リンクまたは駆動データ・セットを使用してデータを処理します。このリン
クから行を取得した後、参照リンクとも呼ばれる 2 次リンク内で一致する値を持つ行をすべて取得しま
す。
これらの行は一時的にメモリー内に保管されます。 1 次リンクの現行レコードに一致する行が 2 次リンク
に多数存在すると、結果を保持するために大量のメモリーが割り振られることになります。十分なヒープ・
メモリーが存在しなければ、ジョブは失敗します。
このために、Join ステージで使用されるメモリーの量は、参照サイドのカーディナリティーに大きく依存
します。参照サイドのカーディナリティーが低くなると、行ごとに使用するメモリー量は増えます。
注: ここでいう「カーディナリティー」とは、列のデータ値の固有性を指します。 すべてが固有値の列は
カーディナリティーが高く、反復値を含んだ列はカーディナリティーが低いと言われます。

問題の解決
内部結合または完全外部結合などの対称的な結合を処理に使用していて、ヒープ・メモリーの問題が発生す
る場合は、この問題を回避できる可能性があります。必ず、カーディナリティーが最も低いデータ・セット
を 1 次リンクとして使用するようにしてください。
内部結合または完全外部結合は対称的であるため、このリンクの順序の変更が Join ステージの結果に影響
することはありません。各サイドは交換可能であり、順序によって Join ステージの結果が変わることはあ
りません。
左外部または右外部などの非対称結合を処理に使用している場合、リンクの順序を変更するとデータの出力
に間違いなく影響します。したがって、この変更がもたらす結果を十分理解している場合を除いて、リンク
の順序は変更しないでください。このステージで実行できるさまざまな結合タイプごとの違いについて詳し
くは、「パラレル・ジョブ開発者ガイド」を参照してください。

Join ステージが「UNIX シグナル 11 (SIGSEGV)」メッセージで失敗する
Join ステージを使用するジョブが、「UNIX シグナル 11 (SIGSEGV) によって予期せず終了しました」とい
うメッセージで失敗します。

症状
Join ステージを使用する InfoSphere DataStage ジョブが、エラー「Unix シグナル 11 (SIGSEGV) によって
予期せず終了しました」で失敗します。

原因
レコードのサイズがデフォルト設定の 20 MB より大きいと、結合のために挿入されるソートが失敗しま
す。

問題の解決
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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最初に、最も大きいレコードのサイズ (バイト数) を計算します。 次に、そのサイズを 2 倍して、
APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 環境変数にその値をバイト単位で設定します。この環境変数が存在しな
い場合は、最初にそれを作成してください。
APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 変数は、ソート処理内のライター、ソーター、およびマージャー・プロ
セス間でデータを受け渡すために使用される共有メモリー・ブロックのサイズ (バイト単位) を設定しま
す。デフォルトの設定では、ジョブ内の各ソートがこれらのメモリー内機能のそれぞれにデフォルトで 20
MB を mmap しようとします。単一レコードが 20 MB より大きいケースでは、ブロックのサイズを大き
くするためにこの手順が必要です。
APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 環境変数は、ジョブ・レベルで設定できます。
APT_TSORT_STRESS_BLOCKSIZE 環境変数は、プロジェクト・レベルのデフォルト値を定義することでプ
ロジェクト・レベルでも設定できます。

Lookup ステージ
Lookup ステージのいくつかのエラーをトラブルシューティングできます。

InfoSphere DataStage Lookup ステージが Linux 上で失敗する
症状
InfoSphere DataStage Lookup ステージが、Linux オペレーティング・システムで失敗します。

原因
Lookup ステージは、リソース・ディスク・エリア内にファイルを作成し、その際、C++ mmap 関数を使用
します。これらのファイルが NFS または共有マウント上で使用されると、mmap 関数が失敗する場合があ
ります。これは、Linux での既知の問題です。問題の原因は C++ ライブラリーであり、InfoSphere
DataStage ではありません。

問題の解決
ファイル作成時に mmap 関数を使用しなくとも、Lookup ステージが必要なファイルを Linux NFS マウン
ト上に作成できるようにするには、プロジェクト・レベルで APT_LUTCREATE_NO_MMAP 環境変数を 1
に設定してください。この環境変数はジョブ実行時に有効になるため、ジョブをリコンパイルする必要はあ
りません。

ルックアップを使用するパラレル・ジョブが「ファイルが大きすぎます」エラーで失敗す
る
症状
ルックアップが含まれる InfoSphere DataStage パラレル・ジョブが、次のエラーで失敗します。
Lookup_107,0: 表ファイル "/d01/Ascential/DataStage/Datasets/lookuptable.20100217.abcde" の書き込みでエラーがありました:
ファイルが大きすぎます

原因
ルックアップ・テーブルが大きすぎるため使用可能メモリーに収まりません。

問題の解決
ルックアップ・データをハッシュ・パーティション化し、パラレル構成ファイルにノードを追加して、ルッ
クアップ・データをより小さい固まりに分割します。
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ジョブが表をファイナライズまたは保存しているときのエラー
ジョブがルックアップ・データ・セットへの書き込みを試行したときに、「表のファイナライズ/保存」に
ジョブが失敗したというエラーを受け取ることがあります。

症状
InfoSphere DataStage ジョブが、ルックアップ・データ・セットへの書き込みを試行すると、次のエラーが
発生します。「イベント: test_lkup_by_key_fs,2: 表 /home/data/datasets/test_lkup_by_key.fs のファ
イナライズ/保存でエラーがありました」

原因
このエラーは、次のいずれかの問題が原因で発生します。
v InfoSphere DataStage ジョブを実行しているユーザー ID が、エラーに示されているディレクトリーへの
書き込み許可を持っていない。ユーザー ID は、失敗したジョブのジョブ・ログ内の各イベント・メッ
セージに示されています。
v エラー・メッセージに示されている出力ディレクトリーが含まれるボリュームに、ファイルを書き込む
ための十分なフリー・スペースがない。
v InfoSphere DataStage 8.1 の場合、データ・セット書き込みエラーの前に「メモリー不足」エラーがログ
に記録されている。 InfoSphere DataStage 7.5.x の場合、スペースのエラーしか記録されていません。ジ
ョブがルックアップ・データ・セットを書き込んでいるときの失敗の原因がメモリー関連のエラーであ
ったとしても、メモリー関連の追加のエラー・メッセージは存在しません。
v 一時データ・セットの出力先が、uvconfig ファイル内の UVTEMP 設定によって指定されたディレクト
リーになった可能性がある。パラレル・ジョブは、tmpdir 環境変数で指定されたディレクトリーに出力
を書き込むこともできます。それらのディレクトリーに、ファイル用の十分なスペースがあることを確
認してください。

問題の解決
ジョブが失敗する原因となった状態を確認します。
1. ジョブを実行したユーザー ID を使用してサーバーにログインし、問題のあるディレクトリーに移動
し、新規ファイルを作成できるか確認します。UNIX オペレーティング・システムの場合、touch コマ
ンドを使用して、簡単なテスト・ファイルを書き込んでみます。このテストが失敗する場合は、ターゲ
ット・ディレクトリーの許可を調整して、InfoSphere DataStage ユーザーがそこに書き込みできるよう
にする必要があります。
2. ディレクトリーの許可が正しく設定されている場合は、ターゲット・ボリュームに十分なフリー・スペ
ースがあることを確認します。データ・セットのサイズが数ギガバイト単位になることはよくあるた
め、ジョブを分析して、データ・セットに書き込まれるデータ量を見積もる必要があるかもしれませ
ん。
3. ターゲット・ボリュームに十分なフリー・スペースがある場合は、失敗したジョブの「詳細」版のジョ
ブ・ログを取得し、追加のエラーがないかどうか調べます。大きなデータ・セットの書き込みで発生す
る一般的なエラーの 1 つに、次のメモリー不足エラー「イベント: test_lkup_by_key,2: 表ファイル
"/home/data/datasets/n3/lookuptable.20091216.xxhxipb (サイズは 2956470664 バイト)" をマップで
きませんでした: メモリーを割り振りできません」があります。
データ・セットをまずメモリーにロードするという要件があるため、このメモリー・エラーは一般的に大き
なデータ・セットの作成時に発生します。 Lookup ステージはメモリー・マップ・ファイルを使用しま
す。 ファイルの内容全体を保管するために使用できる十分なシステム・メモリーに加えて、メモリー内の
ファイルのシャドーを生成できるだけの十分なディスク・スペースも必要です。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング

81

32 ビット・システムの場合、サイズには 2 GB の制限があります。「表ファイルをマップできませんでし
た」エラーの対処法について詳しくは、次のトラブルシューティングのヒントを参照してください。
DataStage job fails with "Could not map table file"

InfoSphere DataStage ジョブが「表ファイルをマップできませんでした」で失敗する
症状
InfoSphere DataStage ジョブが、次のエラー「表ファイルをマップできませんでした」で失敗します。
InfoSphere DataStage が、ルックアップ・データのメモリーへのロードまたはルックアップ・ファイルの作
成に失敗します。

原因
InfoSphere DataStage が Lookup に割り振ることができるメモリーの量には制限があります。

問題の解決
ジョブを、よりスケーラブルにする必要があります。デフォルトで、Lookup ステージは、ルックアップ・
データに「全体」パーティション方式を使用します。 これにより、ソース・データがどのパーティション
内にあるかに関係なく、すべてのルックアップ・データをマッチングに使用できるようになります。
以下のリストに、Lookup ステージでのメモリー割り振り失敗につながる可能性がある、システムの制約の
タイプを示します。
v デザイナー内で複数のルックアップ入力が指定された単一 Lookup ステージが解析されると、生成され
る OSH スクリプト内には入力と同数の Lookup オペレーターが出力されます。
v 各 Lookup オペレーターには、構成ファイルで定義されたそれぞれのパーティション用の独自の物理プ
ロセスがありますが、それはアップストリームまたはダウンストリームのオペレーターと結合される場
合があります。
v 各物理プロセスは、Windows などの 32 ビット・サーバー・システムの場合、最大 2 GB のメモリーま
でしかアドレッシングできません。
v 各ルックアップは連続メモリーの割り振りを必要とします。
v 各プロセスは InfoSphere DataStage 環境の ulimit 設定 (この設定は AIX では LDR_CNTRL によって制
限されることがあります) に制限されます。
v 各ルックアップ・データ・セットは、デフォルトで「全体」パーティション方式を使用します。
v 「全体」または「自動」パーティション方式の場合、使用されるメモリー・セグメントは 1 つであり、
それが物理サーバーのすべてのパーティションで共有されます (これは構成ファイル内の fastname で定
義されます)。MPP 環境の場合は、各サーバーが独自のコピーを取得します。
v 「全体」または「自動」以外のパーティション方式を使用すると、各パーティションはメモリー内にあ
るそれぞれのデータのコピーを使用します。各パーティションが使用できるのは、2 GB まで (32 ビッ
ト・システムの場合) または ulimit -d データ設定のうち、いずれか厳しいほうの制限になります。
v ルックアップに必要なルックアップ・データはすべてスクラッチ内の 1 ファイルへと処理されてから、
メモリー内の mmap (C++ 関数) 構造体にロードされます。これは、ルックアップのどのソース・データ
の処理よりも前に行われます。
v ハッシュ・パーティションを使用します。ソース・データとルックアップ・データの両方に対し、ルッ
クアップ・キーに基づいてハッシュを作成します。
ルックアップ・データの量の増加にあわせて構成ファイルにノードを追加することで、より多くのプロセ
ス、ひいてはより多くのメモリー・セグメントにデータを分散させるようにできます。
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正常に実行していたジョブが失敗し始めるようになる要因はいくつかあります。例えば、サーバーがリブー
トされていない場合にメモリーがフラグメント化されたり、ルックアップで使用されるデータの量が増えて
制限を超えたりすることがあります。他のアプリケーションが同時に実行されており、それまで InfoSphere
DataStage で使用可能だったリソースをそれらのアプリケーションが使用している可能性もあります。
LPAR の作成または移動によって、使用可能メモリーが再構成された可能性もあります。
ハード・リミットの設定をより高くしている場合でも、AIX では LDR_CNTRL 環境設定によって ulimit -d
データ設定が制限されることがあります。

ルックアップ・ファイルが複数のスクラッチ・リソース・ディスクに分散されない
複数ノードが存在する場合、ルックアップでのキー・パーティションの使用を強制して、各パーティション
のデータ量を減らすことができます。

症状
InfoSphere DataStage のルックアップによって生成されるルックアップ・ファイルが、スクラッチがいっぱ
いになっても、ノードごとに定義されている、複数あるスクラッチ・リソース・ディスクに分散されませ
ん。

原因
InfoSphere DataStage ルックアップ・ファイルはメモリー・マップ・ファイルであるため、ルックアップ・
プロセスごとに 1 つのファイルしか存在できません。

問題の解決
ルックアップ・ファイルが大きすぎる場合、ルックアップにハッシュなどのキー・パーティション方式を強
制できます。これにより、複数ノードが存在する場合に、パーティションあたりのデータ量を減らすことが
できます。
注: Lookup ステージは、デフォルトで「全体」パーティションを使用します。これは、すべてのレコード
を強制的に単一メモリー・セグメントに入れます。構成ファイルにノードを追加すると、ルックアップ・プ
ロセスあたりのデータ量が削減されます。

Oracle Connector ステージのトラブルシューティング
Oracle Connector ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

リジェクト・リンクに制約違反リジェクト条件が設定されていると、Oracle Connector
が順次モードで実行される
データをバルク・ロードするよう構成されている Oracle Connector ステージに、「SQL エラー - 制約違
反」リジェクト条件が選択されているリジェクト・リンクがあると、コネクターは順次モードで実行されま
す。

症状
Oracle Connector ステージを含むジョブを実行すると、次のメッセージが表示されます。
[IIS-CONN-ORA-003004] コネクターはパラレルでデータをロードするように構成されましたが、リジェク
ト・リンクに対してチェック制約のリジェクト条件が選択されました。この組み合わせはサポートされませ
ん。コネクターは、順次モードで実行します。

原因
以下の条件が満たされると、Oracle Connector は必然的に順次モードで稼働することになります。
v コネクターが、バルク・ロード・モードでデータを書き込むように構成されている。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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v ステージにリジェクト・リンクが定義されている。
v リジェクト・リンクに対して「SQL エラー - 制約違反」リジェクト条件が指定されている。
制約に違反する行をリジェクトし、ロード前に制約を無効にし、ロード後に再度制約を有効にするようにス
テージが構成されるとします。この場合のステップは次のようになります。
1. コネクターは、ロードの前に制約を無効にしてから、データをロードします。
2. 制約に違反した行の ROWID 値が、Oracle データベース上の例外表に保管されます。
3. コネクターは、制約を満たさなかった行をリジェクト・リンクに送信します。
4. コネクターは、制約を満たさなかった行をターゲット表から削除し、制約を有効にします。
制約に違反する行はすべてリジェクトされます。例えば、同じ主キー値を持つ 2 つの行がロードされると
します。この状態は主キー制約に違反するため、両方の行がリジェクトされます。
このようなシナリオの場合、Oracle Connector を含んでいるパラレル・ジョブが動作する仕組みのために、
Oracle Connector は順次モードで稼働せざるを得ません。パラレル・ジョブは、ステージごとに 1 つのコ
ンダクター・プロセスと 1 つ以上のプレイヤー・プロセスを使用します。Oracle Connector がプレイヤ
ー・プロセスを使用しているとき、プロセス同士は互いに独立しており、いつ他のプレイヤー・プロセスが
開始または終了したか検出できません。プレイヤー・プロセスの完了を検出できるのはコンダクター・プロ
セスのみで、すべてのプレイヤー・プロセスが完了するまで行をリジェクトすることはできません。しか
し、ステージのリジェクト・リンクにアクセスできるのは、プレイヤー・プロセスのみです。結果として、
コネクターは順次モードで稼働しなければならず、データをロードするのに 1 つのプレイヤー・プロセス
しか使用しません。

問題の解決
以下のいずれかのタスクを実行してください。
v ターゲット表に制約が定義されていない場合は、リジェクト・リンクの「SQL エラー - 制約違反」リジ
ェクト条件をクリアします。これでジョブをパラレル・モードで実行できます。
v バルク・ロード書き込みモードの代わりに、挿入書き込みモードを使用します。コネクターが挿入書き
込みモードを使用すると、プレイヤー・プロセスが表にデータを挿入する間も制約は有効なままになり
ます。制約違反はすぐにプレイヤー・プロセスに報告され、プレイヤー・プロセスが、制約に違反した
行をリジェクト・リンクに送信できます。
v データがターゲット表にバルク・ロードされた後に制約を強制します。制約に違反する行を自動的にリ
ジェクトするようにステージを構成する代わりに、以下のステップを実行してください。
1. 表の制約を無効にします。
2. 表にデータをバルク・ロードするために、ジョブを実行します。
3. 例外表を処理し、制約を手動で有効にするか、ステージの「AFTER SQL」プロパティーに PL/SQL
ブロックを指定します。
v ステージの「高度」ページで、「実行モード」プロパティーを「順次」に設定します。ステージは順次
モードで実行され、リジェクト・リンクで「SQL エラー - 制約違反」リジェクト条件が選択されている
場合でも、メッセージ IIS-CONN-ORA-003004 はログに記録されません。

Sequential File ステージ
Sequential File ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。
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Sequential File ステージを使用するパラレル・ジョブでデータ参照ができないまたはジ
ョブを実行できない
Sequential File ステージを使用する InfoSphere DataStage パラレル・ジョブで、データ参照できなかった
り、ジョブを実行できなかったりします。

症状
次のエラー・メッセージが生成されます: ファイル・アーカイブ: ファイルの作成で問題
Sequential File ステージ・プラグインを使用するパラレル・ジョブの場合、データを表示すると、次のエラ
ーが発生します。
IIS-DSEE-TFAR-00015 00:10:13 <main_program> ファイル・アーカイブ: ファイル "/tmp/...." の作成で
問題
実行時に、次のエラーが発生します。
v メッセージ ID: IIS-DSEE-TFAR-00015 メッセージ: main_program: ファイル・アーカイブ: ファイル
"/tmp/...." の作成で問題
v メッセージ ID: IIS-DSEE-TFPX-00002 メッセージ: main_program: 致命的エラー: NULL アーカイブ。

原因
プログラムは「tmp」という相対パスを探していますが、そのパスが存在しません。 これは、Windows の
インストール済み環境で、プロジェクトがエンジンと同じドライブ上に存在しない場合に発生します。

問題の解決
InfoSphere DataStage プロジェクトがあるドライブのルートに「temp」というディレクトリーを作成してく
ださい。例えば、InfoSphere DataStage プロジェクトを D: ドライブに置く場合は、D:¥tmp ディレクトリ
ーを作成します。このディレクトリーが存在する場合は、ドライブの残りのディスク・スペースを調べて、
ディスク・スペースの限界が問題の原因でないことを確認してください。

Teradata Connector ステージ
Teradata Connector ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

メッセージ・カタログ errmsg.cat ファイルのオープン・エラー
errmsg.cat ファイルに関するエラーを避けるには、Teradata 環境変数を正しく設定する必要があります。

症状
TeraData ステージのいずれか (Teradata プラグイン/TDEE/TDCC) から次のエラー「ファイル errmsg.cat
を開くことができません」を受け取ります。

原因
この問題の原因は、Teradata の COPLIB および COPERR 環境変数の設定の誤りです。

問題の解決
COPLIB 環境変数は、clispb.dat ファイルを含んでいるディレクトリー・パスを指すよう設定される必要
があります。COPERR 環境変数は、errmsg.txt ファイルと errmsg.cat ファイルを含んでいるディレクトリ
ー・パスを指すよう設定される必要があります。

InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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デフォルトで、Teradata クライアントのインストール・プログラムは、clispb.dat、errmsg.txt、および
errmsg.cat ファイルをすべて /opt/teradata/client/lib にインストールし、/usr/lib 内にリンクを作成
します。HP-Itanium では、これらのファイルは /opt/teradata/client/lib64 にコピーさ
れ、/usr/lib/hpux64 内にリンクが設定されます。
環境変数 COPERR と COPLIB を正しいフォルダー・パスに設定することで、問題は解決します。

データ参照時に Teradata コネクター・ライブラリーをロードできない
dsenv 変数を変更することで、Teradata コネクター・ライブラリーへの接続の失敗を解決できます。

症状
コネクターを使用してデータ参照を行うとき、Teradata コネクター・ライブラリーをロードできません。
ランタイムは適切に機能しますが、データ参照と接続のテストが機能しません。

原因
この問題は、エンジン・システム上で稼働する ASB エージェントがコネクター・ライブラリーや Teradata
ライブラリーを見つけることができない場合に発生します。エージェントは、/local/IBM/
InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents スクリプトを使用して開始されます。このスクリプトが、DS
固有の環境用の /local/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/NodeAgents_env_DS.sh ファイルを取り込み
ます。このスクリプトは、/local/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/dsenv を取り込みます。この
スクリプトが最終的に Agent.sh スクリプトを開始して、エージェントを開始します。

問題の解決
dsenv 変数を変更した場合は、ASB エージェントを再始動してください。

ストリーム・ジョブをパラレルで実行中のブロッキングとデッドロック
書き込み処理をパラレル・モードで実行すると、行ハッシュの衝突が発生することがあります。

症状
ストリーム・ジョブをパラレルで実行中、ブロッキングまたはデッドロックが発生します。

原因
InfoSphere DataStage が、即時モードまたはストリーム・オペレーターを使用して書き込み処理をパラレ
ル・モードで実行すると、行ハッシュの衝突が発生することがあります。これらの衝突が原因でブロッキン
グまたはデッドロックが発生する可能性があります。
デッドロックを避けるため、特定の行に対する更新は、すべて同じパーティションから入力される必要があ
ります。 各パーティションは、個別の接続を使用してデータベースにアクセスします。 ある行に対する複
数の更新が同じ接続から入力されないと、ブロッキングまたはデッドロックが発生します。

問題の解決
「自動」パーティションを使用している場合は、パーティションをハッシュしてください。UPDATE また
は DELETE ステートメントの WHERE 節で使用したキーに基づいてハッシュを作成します。INSERT ス
テートメントの場合は、表の主キーに基づいてハッシュを作成します。
ハッシュ・パーティションはブロッキングとデッドロックの回避に役立ちますが、これで常に問題が解決さ
れるとはかぎりません。パーティション 0 のキーが、パーティション 1 のキーと同じ行ハッシュを保持す
ると、引き続きブロッキングとデッドロックが発生する可能性があります。
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コミットの間隔を短くすることで、ブロッキングとデッドロックを減らすこともできます。 ジョブの「レ
コード・カウント」プロパティーが 0 に設定されている場合、ジョブの終了時にコミットが発生します。
レコード・カウントを配列サイズと等しくなるように設定し、より短い間隔でコミットが発生するようにで
きます。
配列サイズとコミット間隔の両方をより低い値に減らすこともできます。 コミットの間隔を短くすると、
セッションが書き込みロックを解放するので、他のセッションが書き込みできるようになります。

Sort ステージ
Sort ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

InfoSphere DataStage がパーティションに関する警告メッセージ「ソート・キー
"CO_ID" は、データ・セット・スキーマにもう存在しません」を出力する
環境変数を使用してパーティションのソート・キーに関する警告を訂正することができます。

症状
InfoSphere DataStage がパーティション・キーに関する警告メッセージを出力します。main_program: ソー
ト・キー "CO_ID" は、データ・セット・スキーマにもう存在しません。それは、挿入されたソート・マー
ジ・コレクターからドロップされます。main_program: データ・セット・スキーマのソート・キーがありま
せん。パラレル・ソート・マージ・オペレーターは挿入されません。

問題の解決
APT_NO_SORT_INSERTION 環境変数をジョブに追加し、値を 1 に設定します。

Transformer ステージ
Transformer ステージに固有のエラーをトラブルシューティングできます。

合成オペレーター・エラーの確認
要求されるレベルより高いバージョンまたはそれより低いバージョンのコンパイラーは、正しく機能しない
可能性があります。

症状
Transformer ステージを含んでいる InfoSphere DataStage ジョブは、外部 C コンパイラーを呼び出し、
InfoSphere DataStage ジョブ実行時に正しくコンパイルされます。しかし、ある条件下では、多数の合成オ
ペレーター・エラーのためにコンパイルが失敗することがあります。オペレーター・エラーは、以下のよう
なエラーになります。
v ##E IIS-DSEE-TBLD-00076 15:20:18(000) <main_program> 合成オペレーターの確認中にエラーが発生し
ました。サブプロセス・コマンドが失敗しました。終了状況 256。
v ##W IIS-DSEE-TFTM-00012 15:20:18(002) <transform> 合成オペレーターの確認中にエラーが発生しま
した。リジェクト・データ・セットの数 "0" が、入力データ・セット "1" の数より少ないです。
v ##W IIS-DSEE-TBLD-00000 15:20:18(007) <main_program&gt; 合成オペレーターの確認中にエラーが発
生しました。サブプロセスからの出力: エラー 8: "/usr/include/machine/sys/_types.h"、行 65 # 宣
言内に無効な型指定子の組み合わせがあります: "short double"。

原因
ジョブが合成オペレーターを確認した際に多数のエラーが発生する場合は、InfoSphere DataStage で使用し
ているコンパイラーが非互換であるか、サポートされていないか、またはコンパイラーが誤ったコンパイラ
ー・オプションまたはリンカー・オプションを使用しています。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング

87

問題の解決
InfoSphere DataStage の各バージョンは、既知でテスト済みのメンテナンス・レベルにある特定のコンパイ
ラーのセットとの連動を想定しています。要求されるレベルより高いバージョンまたはそれより低いバージ
ョンのコンパイラーは、正しく機能しない可能性があります。以下のリンクは、InfoSphere Information
Server 8.0、8.1、8.5、および 8.7 の各リリースでサポートされるコンパイラーのリストです。
v InfoSphere Information Server 8.0 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008923
v InfoSphere Information Server 8.1 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21315971
v InfoSphere Information Server 8.5 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27016382
v InfoSphere Information Server 8.7 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833
コンパイル・エラーに、合成オペレーターの確認時のエラーはわずかしか示されず、インクルード・ファイ
ルが見つからないことについてのエラーが多数示される場合は、トラブルシューティング・ガイドにある次
の関連質問を確認してください。 https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21469811
複数のプロセッサー・タイプをサポートするオペレーティング・システムで、コンパイラーがそのプロセッ
サー・タイプにあった正しいエディションでないと、別の類似したコンパイルの障害が発生する可能性があ
ります。例えば、HP-UX Itanium システム上で InfoSphere DataStage ジョブをコンパイルする際
に、/opt/aCC コンパイラーが、Itanium エディションのコンパイラーではなく PA-RISC エディションのコ
ンパイラーである場合、エラーが発生することがあります。
コンパイラー・ファイルに対して file コマンドを使用すると、/opt/aCC/bin/aCC にあるプロセッサー・タ
イプ・ファイルを確認できます。

Transformer ステージを使用する InfoSphere DataStage ジョブのコンパイルが AIX
上で失敗する
Transformer ステージのコンパイルに必要なファイルが vacpp.cmp.include ファイル・セットに含まれてい
ることを確認します。

症状
AIX 上で、Transformer ステージを含んでいる InfoSphere DataStage ジョブをコンパイルすると、次のエラ
ーでコンパイルが失敗します。
v ##W IIS-DSEE-TBLD-00000 17:52:00(010) <main_program> 合成オペレーターの確認中にエラーが発生し
ました。サブプロセスからの出力: "/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/include/
apt_components/transformop/transformbasehdrs.h"、行 41.10: 1540-0836 (S) #include ファイル
<map> が見つかりません
v "/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/include/apt_framework/operator.h"、行 70.10:
1540-0836 (S) #include ファイル <vector> が見つかりません
v "/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/include/apt_util/custreport.h"、行 36.10:
1540-0836 (S) #include ファイル <string> が見つかりません
v "/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/include/apt_util/iostream_s.h"、行 23.10:
1540-0836 (S) #include ファイル <iostream.h> が見つかりません

問題の診断
以下のエラーは、通常 vacpp.cmp.include ファイル・セットの一部として含まれている必要なインクルー
ド・ファイルがインストールされていないことを示します。
v #include ファイル <map> が見つかりません
v #include ファイル <vector> が見つかりません
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v #include ファイル <string> が見つかりません
v #include ファイル <iostream.h> が見つかりません

問題の解決
AIX 上で vacpp または XL C コンパイラーを使用している場合、次のコマンド「lslpp -f
vacpp.cmp.include」を実行して、必要なファイル・セットがインストール済みかどうか確認します。
「lslpp: 0504-132 ファイル・セット vacpp.cmp.include はインストールされていません」メッセージを
受け取った場合は、AIX 管理者が、欠落しているファイル・セットをインストールする必要があります。
ファイル・セットが既にインストールされている場合、lslpp -f vacpp.cmp.include コマンドはインクル
ード・ファイルの場所を返します。通常、インクルード・ファイルは次のパス /usr/vacpp/include/ にあ
ります。コンパイル・エラーにリストされた欠落しているインクルード・ファイルが、そのディレクトリー
内に存在し、パブリックの読み取り許可が設定されていることを確認してください。

Transformer ステージを使用するジョブを別のシステムにインポートする際のエラー
Transformer ステージを使用するジョブを別のシステムにインポートする際、
APT_TRANSFORM_OPERATOR_DEBUG 環境変数が原因でエラーが発生することがあります。

症状
Transformer ステージを使用するジョブを別のシステムにインポートする際、次のエラー・メッセージを受
け取ります。
’RT_BP123.O/V0S11_TESTJOB1_Transformer.C’ is of unknown format
Error processing file RT_123.O/V0S11_TESTJOB1_Transformer.C. file not modified
Command ’CATALOG RT_BP123
V0S11_TESTJOB1_Transformer.C
V0S11_TESTJOB1_Transformer.C LOCAL FORCE error:
Program V0S11_TESTJOB1_Transformer.C was not compiled with a supported
version of the BASIC compiler. It must be recompiled.

原因
この問題は、APT_TRANSFORM_OPERATOR_DEBUG 環境変数が設定されていることに関連します。この環
境変数が設定されると、「C」のコードが入ったファイルが BP.O ディレクトリー内に維持されるようにな
ります。
その後、ジョブ実行可能ファイルをエクスポートすると、.C ファイルがエクスポートに組み込まれます。
このバイナリー・セクションがインクルードされると、インポート時に必ずこのエラーを受け取るようにな
ります。

問題の解決
1. 元のシステムで APT_TRANSFORM_OPERATOR_DEBUG 環境変数を削除します。
2. ジョブをリコンパイルし、再エクスポートします。
3. ジョブを実稼働環境にインポートします。

モジュール名に非 US ASCII 文字を使用すると、実行時に Transformer ステージのコ
ードをロードできない
NFS または OS が、モジュール名に含まれている非 US ASCII 文字を認識していません。

症状
次のエラーに類似したエラーを受け取ります。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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"V195S1_EMA_Bad_If_logic_Québec"
(for class "APT_TransformOperatorImplV195S1_EMA_Bad_If_logic_Quebec9_u")
failed to load: Could not load "V195S1_EMA_Bad_If_logic_Québec": Invalid argument.

原因
グローバリゼーション設定は Transformer ステージの命名で非 US ASCII 文字を使用することを許可して
います。しかし、NFS または OS が、モジュール名に含まれている非 US ASCII 文字を認識していませ
ん。

問題の解決
すべての計算ノードでオブジェクト・モジュールが検出され、使用可能になるように、OS および NFS マ
ウントによってサポートされる文字セットのみを使用してください。
Transformer ステージ名に含まれる「é」を「e」に置換すると、この問題を解決できます。

リモート・ノードを使用する Transformer ステージが含まれるジョブが失敗する
リモート・ノード上にプロジェクト・ディレクトリーが存在し、アクセス可能でなければなりません。

症状
リモート・ノードを使用する Transformer ステージが含まれる InfoSphere DataStage パラレル・ジョブ
が、次のエラーで失敗します。
項目 #: 19
イベント ID: 126
タイム・スタンプ: 2010-06-23 13:37:03
タイプ: 致命的
ユーザー名: t2etl01
メッセージ: trn: 共有ライブラリー "/datastage/DataStage/Projects/ProjectName/
RT_BP123.O/V10S0_xxxxxxxx_trn.o" の
ノード "nodeName" への配布に失敗しました。[transform/transform.C:1827]

原因
このエラーは、プロジェクト・ディレクトリーがリモート・ノード上に存在しないか、アクセス可能でない
ために発生します。

問題の解決
以下のいずれかのアクションによって、この問題を解決できます。
v Transformer オブジェクトをリモート・ノードにコピーする必要がないように、プロジェクト・ディレク
トリーがリモート・ノードで NFS マウントされるようにしてください。 注: これが望ましい解決方式
です。
v プロジェクト・ディレクトリーをリモート・ノードで NFS マウントしないことを選択する場合は、リモ
ート・ノード上にプロジェクト・ディレクトリー構造を作成し、すべての InfoSphere DataStage ユーザ
ーがアクセスできるように許可が設定されていることを確認してください。次に、InfoSphere DataStage
ユーザーが、これらのコマンドを実行できることを確認してください。rcp を許可せずに scp を使用す
る必要がある場合は、rcp の代わりに scp を使用するように $APT_ORCHHOME/etc/remcp ファイルを作成
していることを確認してください。Transformer オブジェクトは、rcp または scp のいずれかを使用して
リモート・ノードにコピーされます。

ディレクターのログに、Transformer ステージによってドロップされた一部のレコード
の警告メッセージが表示されない
ログ・リジェクト・メッセージの最大数を無制限に設定して、レコードがドロップされないようにすること
ができます。
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症状
InfoSphere DataStage ディレクターのログに、Transformer ステージによってドロップされた一部のレコー
ドの警告メッセージが表示されません。

原因
Transformer ステージによってレコードがドロップされる際、InfoSphere DataStage は、ノードあたり 50
件の警告メッセージしかディレクターのログに表示しません。Transformer ステージによって 50 件を超え
るレコードがドロップされると、InfoSphere DataStage ディレクターのログは、ノードあたり最大 50 件の
み警告メッセージを表示してから、次の警告メッセージを発行してサイレント・モードに入ります: 警告。
これ以降、他のレコードは警告なしでリジェクトされます。

問題の解決
Transformer ステージの「最大ログ・リジェクト・メッセージ」プロパティーを変更して、リジェクト・メ
ッセージの最大数を増やすか、プロパティー値を無制限に設定してください。
1. Transformer ステージを右クリックし、「プロパティー」を選択します。
2. ステージ・プロパティーを開きます。
3. 「ステージ」タブ ->「全般」タブに移動します。
4. 「最大ログ・リジェクト・メッセージ」を必要な値に設定します。無制限にする場合は、-1 に設定しま
す。値を指定しない場合、ログ・リジェクト・メッセージの最大数は、ノードあたり 50 件のメッセー
ジにデフォルト設定されます。

InfoSphere DataStage パラレル・ジョブの Transformer ステージをコンパイルできな
い
症状
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブの Transformer ステージをコンパイルしようとすると、次のエラー
「パラレル・トランスフォーマー ... をコンパイル中にエラーが発生しました」を受け取ります。
コンパイラー・レポート内には次のエラー・メッセージがあります。
<transform> 合成オペレーターの確認中にエラーが発生しました。
リジェクト・データ・セットの数 "0" が、入力データ・セット "1" の数より少ないです。
<transform> 合成オペレーターの確認中にエラーが発生しました。セミコロンが必要です

原因
このエラーは、トランスフォーマーの列定義に入力された「改行されないスペース」が原因で発生すること
があります。このよくある原因は、Microsoft Word または Excel 文書からのコピー・アンド・ペーストで
す。InfoSphere DataStage デザイナーは、通常のスペースの挿入を禁止していますが、「改行されないスペ
ース」があるかどうかはチェックしません。

問題の診断
InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントから列名全体を 16 進ビューアーにコピーします。16 進
文字「A0」が表示される場合、列名に「改行されないスペース」が含まれています。

問題の解決
列名から「改行されないスペース」を削除します。

smallint および bigint を使用するジョブのトランスフォーマーのコンパイル・エラー
smallint および bigint のデータ・タイプを含んでいる InfoSphere DataStage ジョブをインポートすると、
エラーが発生することがあります。
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症状
InfoSphere DataStage ジョブを以前のリリースからバージョン 8.x にインポートした後、ジョブに smallint
および bigint のデータ・タイプが含まれていると、InfoSphere DataStage ジョブのトランスフォーマーでコ
ンパイル・エラーが発生します。トランスフォーマーを含んでいる InfoSphere DataStage ジョブをコンパ
イルすると、次のエラーが生成されます。
合成オペレーターの確認中にエラーが発生しました。
この NULL 可能でないフィールドへの NULL の設定:

原因
InfoSphere DataStage 8.x は、Transformer ステージでの NULL の処理方法に関して、以前のバージョンと
の互換性を維持するようにコーディングされています。以前のリリースでは、Transformer ステージと
smallint および bigint のデータ・タイプを使用するとエラー・メッセージが生成されていました。
この問題は、「レガシーな NULL 処理」というトランスフォーマーのプロパティーが原因で発生します。
このプロパティーは、ジョブを InfoSphere DataStage 8.x にインポートすると自動的に設定されます。
Transformer ステージを使用する InfoSphere DataStage ジョブであっても、以前のリリースからインポート
されたものではなく、作成されたジョブには、「レガシーな NULL 処理」オプションは設定されません。

問題の解決
1. Transformer ステージを右クリックし、プロパティーをクリックするか、Transformer ステージをダブル
クリックして、プロパティーにアクセスします。
2. 左上隅にある「ステージ・プロパティー」スマート・ボタンをクリックします。
3. 「レガシーな NULL 処理」フィールドのチェック・マークを削除します。

ジョブのモディフィケーションを必要とする InfoSphere DataStage パラ
レル・フレームワークの変更
InfoSphere DataStage パラレル・フレームワークが変更されたことで、以前のリリースのジョブをアップグ
レードする際、ジョブのモディフィケーションが必要になる場合があります。
IBM では、お客様による既存の InfoSphere DataStage ジョブの変更が必要になるようなコード変更は避け
るようにしています。しかし、新しい機能を導入したり、エラーを修正したりするために、そのような変更
が必要になる場合があります。このトピックでは、以前のバージョンで作成されたジョブの修正が必要にな
る可能性のある、InfoSphere DataStage の各リリースでの変更を記載します。
パーティションとソートの挿入
影響のある Information Server のリリース: 8.0.1 フィックスパック 1 以降、8.1 GA 以降、8.5
GA
ハッシュおよびソートによるデータのパーティション化を必要とするステージでは、入力データを
適切にパーティション化およびソートできるように、パラレル・フレームワークによって各入力リ
ンクに hash パーティショナーとソートが自動的に挿入されます。InfoSphere Information Server
8.0.1 フィックスパック 1 より前のリリースでは、入力リンクに「パーティションの保持」フラグ
が設定されていた場合、パラレル・フレームワークはパーティショナーもソートも自動的には挿入
しませんでした。再パーティション化も再ソートもされなかった場合、入力データはステージで指
定されたキーとは異なるキーを使用してパーティション化されていたりソートされていたりする可
能性があるため、予期しない結果が生じるおそれがあります。
この問題を避けるため、Information Server 8.0.1 フィックスパック 1 で、(フレームワークが挿入
した) 「パーティションの保持」フラグが存在する場合でも hash パーティショナーとソートが自
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動的に挿入されるようにパラレル・フレームワークが変更されました。ただし、ユーザー指定のパ
ーティションがある場合は、そちらが優先され、自動的には挿入されません。 しかし、ユーザー
指定のパーティション・キーおよびソート・キーとステージが必要とするキーとが一致しないと、
やはり問題が発生する可能性があります。以下に、この変更の結果、問題が発生する可能性がある
サンプル・シナリオをいくつか示します。
v Join ステージに、A と B のキーがあります。ユーザーは明示的にハッシュ・パーティション方
式を指定し、1 次リンクの生成サイドに Sort ステージを挿入します。 ハッシュ・キーは「A」
で、ソート・キーは「A」と「B」です。 参照リンクの入力データはアップストリームまたは別
のジョブでパーティション化またはソートされます。Join ステージの 1 次リンクと参照リンク
の両方で、パーティション方式は「自動」に設定されています。ジョブの開始時、パラレル・フ
レームワークはパーティションとソートの要件を分析すると、Join で指定された 2 つのキーと
同じキーを使用して参照リンクにハッシュおよび tsort ステージを挿入し、1 次リンクについて
はユーザーが定義した内容を保持します。これによって、データが誤ったパーティションに分散
される可能性があります。
v Join ステージのキーは 1 つとします。ユーザーは明示的にハッシュ・パーティション方式を指
定し、1 次リンクのアップストリームに Sort ステージを挿入します。 ハッシュ・キーとソー
ト・キーは「A」で、大/小文字の区別プロパティーが指定されています。参照リンクの入力デー
タはプレパーティション化もプレソートもされていません。 Join ステージの 1 次リンクと参照
リンクの両方で、パーティション方式は「自動」に設定されています。ジョブの開始時、パラレ
ル・フレームワークはパーティションとソートの要件を分析すると、両方のリンクに hash パー
ティショナーを挿入しますが、そのハッシュ・キーに大/小文字の区別プロパティーは設定されて
いません。 フレームワークは参照リンクに tsort も挿入しますが、1 次リンクのデータは既にソ
ートされているため 1 次リンクには挿入しません。この結果、1 次リンクの入力データのソー
ト順が壊れる可能性があります。 順次モードで実行される Sequential File ステージまたはパラ
レル・ステージの生成ステージがハッシュによってパーティション化されている場合、それらの
ステージで次の警告メッセージ「順次オペレーターは、入力ポート 0 上のパラレル・データ・
セットのパーティションを保持できません」が生成されます。
これらの問題は、環境ジョブ・パラメーター APT_NO_PART_INSERTION および
APT_NO_SORT_INSERTION を true に設定することで回避できます。その後、明示的な挿入によっ
て、パーティションとソートの要件が確実に満たされるようにジョブを変更してください。
デフォルトの小数点
影響のある Information Server のリリース: 8.0.1 フィックスパック 1 以降、8.1 フィックスパッ
ク 1 以降、8.5 GA
Information Server バージョン 8.0.1 フィックスパック 1 より前のリリースでは、「ジョブ・プロ
パティー」->「デフォルト」を使用して指定されたデフォルトの小数点が、パラレル・フレームワ
ークの APT_Decimal クラスによって認識されませんでした。このために、コンマを小数点として
使用する 10 進数が正しく処理されない DB2 API ステージで問題が発生していました。この問題
は、リリース 8.0.1 フィックスパック 1 で修正されました (APAR JR31597)。デフォルトの小数点
はジョブ・パラメーターで指定できます。しかし、ジョブ・パラメーターに値が何も含まれていな
いと、「#」が小数点と見なされてしまいます。このときに実際の小数点が「#」でないと、以下の
エラーが発生する可能性があります。
Fatal Error: APT_Decimal::assignFromString: invalid format for the source string.

アップグレード後にこの問題が発生した場合は、デフォルトの小数点を表すジョブ・パラメーター
に、入力データで使用されている実際の小数点 (文字) が含まれていることを確認してください。
ジョブ・パラメーターを変更できない場合は、環境変数 APT_FORCE_DECIMAL_SEPARATOR を設定で
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きます。 APT_FORCE_DECIMAL_SEPARATOR の値は、「小数点」プロパティーで設定された値をオー
バーライドします。この環境変数に複数の文字を設定すると、小数点はデフォルトでドット文字
(.) になります。
Unicode ストリング内の埋め込みの NULL
影響のある Information Server のリリース: 8.1 フィックスパック 1 以降、8.5 GA
Information Server 8.1 フィックスパック 1 より前のリリースでは、Unicode ストリング内に埋め
込まれた NULL がデータとして扱われず、ストリング・ターミネーターとして扱われていまし
た。これが原因で、最初の NULL の後に続くデータが切り捨てられていました。 この問題は、
UTF-8 ストリングに変換される、または UTF-8 ストリングから変換される Unicode ストリングに
ついてはフィックスパック 1 で修正されました (APAR JR33408)。この変更の結果、長さが定義さ
れているストリングに対して、その長さまで後続 NULL が埋め込まれるといったジョブの動作の
変化が見られることがあります。これら追加の NULL のために、2 つのストリング・フィールド
の比較結果が変わったり、重複レコードが生成されたり、ジョブのロジックによってはデータ変換
が失敗したりする可能性があります。この問題を解決するには、APT_STRING_PADCHAR 変数を
0x20 に設定し、必要な場合は Transformer ステージで Trim() 関数を呼び出すようにジョブを変
更する必要があります。
列レベルでの Null 処理
影響のある Information Server のリリース: 8.1 GA 以降、8.5 GA
パラレル・ジョブの場合、NULL 可能性は実行時に検査されます。 例えば、ユーザーが、ある列
を InfoSphere DataStage デザイナーで NULL 可能と設定しても、実行時、実際のデータベース表
にあわせて、その列が非 NULL 可能としてマップされることが起こりえます。8.1 GA より前のリ
リースでは、パラレル・フレームワークがこのような不一致に対して警告を発行していましたが、
ジョブが結果としてセグメンテーション違反で失敗する可能性を含んでいました。ジョブが
SIGSEGV で失敗しないように、この警告は 8.1 GA で ECASE 124987 としてリカバリー不能エ
ラーに変更されました。この変更以降、この警告が存在する状態で実行されていたジョブは、リカ
バリー不能エラーで失敗することになります。例えば、この問題はしばしば Lookup ステージで発
生します。 この問題を解決するには、ジョブを変更して、Lookup ステージの各入力フィールドの
NULL 可能性が、Lookup ステージのアップストリームにあるステージの同じ出力フィールドの
NULL 可能性と確実に一致するようにしてください。
Transformer ステージ: ランタイム列伝搬 (RCP)
影響のある DataStage のリリース: 7.5 以降
影響のある Information Server のリリース: 8.0 GA 以降、8.1 GA 以降、8.5 GA
7.5 より前の InfoSphere DataStage 7.x では、いずれのリリースでも、出力フィールド「B」にマッ
プされる入力フィールド「A」の RCP を有効にすると、出力レコードには「A」と「B」の両方が
存在します。InfoSphere DataStage 7.5 から、明らかに「A」が「B」に名前変更され、出力には
「B」しか存在しません。変換処理のパフォーマンスを高めるため、「B=A」のような直接代入は
「A」から「B」への名前変更と見なされます。この変更前まで、直接代入は、「A」を「B」にコ
ピーすることによって追加のフィールドを作成することと見なされていました。この変更の実施に
伴って、「A」が「B」に名前変更されないようにして新規フィールド「B」を作成するためは、ユ
ーザーが出力スキーマ内に「A」と「B」の両方を明示的に指定する必要があります。
Transformer ステージ: Decimal の割り当て
影響のある Information Server のリリース: 8.0 GA 以降、8.1 GA 以降、8.5 GA
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パラレル・フレームワークは、ソースの Decimal よりターゲットの Decimal の精度とスケールの
ほうが小さかった場合、警告を発行していました。この警告は Information Server 8.0 GA でエラ
ーに変更されました。その結果、リジェクト・リンクが存在しない場合、入力レコードはドロップ
されます。このような動作の変更は、より早くエラーを検出して、データ破損を避けるために必要
でした。ユーザーは、ターゲットの Decimal が 10 進数値を保持できる十分な大きさになるよう、
ジョブを変更する必要があります。あるいは、リジェクト・リンクを追加して、レコードがドロッ
プされないようにすることもできます。
重要: このような動作の変更は、Redhat、Suse、Linux on System z などの Linux オペレーティン
グ・システムには適用されません。パラレル・フレームワークは、Linux オペレーティング・シス
テム上では例外処理を有効にしないため、この動作は 8.0 GA より前のリリースと同じままです。
Transformer ステージ: データ変換
影響のある Information Server のリリース: 8.0 GA 以降、8.1 GA 以降、8.5 GA
Information Server 8.0 GA より前のリリースでは、トランスフォーマー内での無効なデータ変換に
より以下の動作が生じていました。
v 警告メッセージが InfoSphere DataStage ジョブ・ログに発行される。
v 宛先フィールドにはそれぞれのデータ・タイプに応じたデフォルト値が割り当てられる。
v レコードが出力リンクに書き込まれる。
v リジェクト・リンクが存在しても、リジェクト・リンクには何も送信されない。
リジェクト・リンクが存在する場合、この動作は 8.0 GA リリースで変更されています。レコード
は、デフォルト値を使用して出力リンクに書き込まれる代わりに、リジェクト・リンクに書き込ま
れます。それらのレコードが出力にパススルーされることを予期しているジョブの場合、これはデ
ータ損失につながる可能性があります。レコードをパススルーする本来の動作にするには、ジョブ
を変更してリジェクト・リンクを削除する必要があります。
ジョブを停止する機能を追加するために、この変更に伴って環境変数も追加されました。このオプ
ションを使用するには、リジェクト・リンクがないことを確認してから、環境変数
APT_TRANSFORM_ABORT_ON_CONVERSION_ERROR=True を設定してください。これで、無効なデータ変
換シナリオの場合にジョブが失敗するようになります。
Surrogate Key Generator ステージ
影響のある Information Server のリリース: 8.0.1 フィックスパック 1 以降、8.1 フィックスパッ
ク 1 以降、8.5 GA
Surrogate Key Generator ステージは、キーをブロックで予約します。 Information Server 8.1 フィ
ックスパック 1 より前のリリースでは、1 レコードしか生成されなかった場合でも、Surrogate
Key Generator ステージは、入力レコードの使用可能なキーとして 6 以上の値を使用していまし
た。Surrogate Key Generator ステージは、8.1 フィックスパック 1 で変更されました (APAR
JR29667)。 この変更によって、InfoSphere DataStage は、値の 1 から 4 と、値 6 以上を使用可
能なキーと見なすようになりました。この動作変更が原因で、SCD ステージがデータベース内に
不正な結果を生成したり、そのディメンションの新規レコードに対して誤った代理キーを生成した
りする可能性があります。必要な場合は、「最新の最大値からキーを生成」オプションを「はい」
に設定することで、古い動作に戻すように (最後に使用された最大キー値からキーの生成を開始す
るように) ジョブを変更できます。ただし、この方法だと、使用されるキーの中にギャップ (値の
抜け) が生じる可能性があります。キー・ファイルが初期設定される方法をよく理解する必要があ
ります。ビジネス・ロジックに基づいて、ジョブを変更する必要があるかどうか判断してくださ
い。
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Windows での順次ファイル・フォーマット
影響のある Information Server のリリース: (Windows プラットフォーム) 8.1 GA 以降、8.5 GA
Information Server 8.1 GA より前のリリースでは、順次ファイルのデフォルト・フォーマットは
UNIX フォーマットだったため、レコードの区切り文字として改行文字が必要でした。 Information
Server 8.1 GA リリースで、Sequential File ステージのデフォルトのフォーマットは Windows フ
ォーマットに変更されました。この変更のために、以前に UNIX フォーマットで作成されたデー
タ・ファイルは適切にインポートされません。この問題を解決するには、環境変数
APT_USE_CRLF=FALSE をプロジェクト・レベルか、システム環境変数内 (Windows のリブート
が必要です) で設定してください。

特定のオペレーティング・システムのトラブルシューティング
問題の中には、InfoSphere DataStage が実行されているオペレーティング・システムに固有のものもありま
す。

クラスター環境でデータ・セットを使用するジョブのパフォーマンス低下の
トラブルシューティング
InfoSphere DataStage ジョブが一定期間非常に遅くなることがありますが、環境変数を追加して、この問題
を修正できます。

症状
データ・セットを使用する InfoSphere DataStage ジョブが、一定期間非常に遅くなります。

原因
データ・セットは sync() 呼び出しを使用していますが、Solaris によると fsync() 呼び出しを実行する必
要があります。

環境
この問題は、クラスター環境でのみ発生します。ボトルネックが発生しているジョブと同じジョブが、非ク
ラスター環境では正常に実行されます。

問題の診断
データ・セットが、本来 fsync() 呼び出しを使用すべきところで sync() 呼び出しを使用していないかどう
か確認してください。

問題の解決
APT_DATASET_FLUSH_NOSYNC および APT_DATASET_FLUSH_NOFSYNC 環境変数を追加して、sync()
および fsync() システム呼び出しを無効にします。
表 3. APAR 情報
APAR 番号

JR37466

報告されたコンポーネント名

WIS DATASTAGE

報告されたコンポーネント ID

5724Q36DS

報告されたリリース

753

ステータス

CLOSED PER

PE

NoPE

HIPER

NoHIPER
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表 3. APAR 情報 (続き)
特別なアテンション

NoSpecatt

サブミット日

2010-08-20

クローズ日

2010-09-13

最終更新日

2011-05-27

表 4. フィックス情報
修正されたコンポーネント名

WIS DATASTAGE

修正されたコンポーネント ID

5724Q36DS

R753 PSN

UP

AIX 上の InfoSphere DataStage パラレル・ジョブのヒープ割り振りエラ
ー
実行している InfoSphere DataStage のバージョンに基づいて、いくつかの方法でヒープ割り振りエラーを
訂正することができます。

症状
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブが次のエラー・メッセージで終了します。
APT_BadAlloc: ヒープ割り振りが失敗しました。

原因
AIX はメモリー・アドレス・スペースをセグメントに分割します。InfoSphere DataStage ジョブが、使用可
能なセグメント数の範囲内で、存在するメモリーよりも多くのメモリーを割り振る必要がある場合、ジョブ
はヒープ割り振りまたはメモリーの割り振り失敗で終了します。

問題の解決
プロセスのメモリー割り振りが ulimit によって制限されていないことを確認してください。ulimit の値は
インタラクティブ・シェルでの値とは異なるため、ulimit の確認は InfoSphere DataStage の内部から行って
ください。すべてのノードの ulimit を収集するには、次のプロセスを使用します。
1. 新しいパラレル・ジョブを作成します。
2. Peek ステージ (パレットの「開発/デバッグ」の下にあります) に接続された External Source ステージ
(パレットの「ファイル」の下にあります) を追加します。
3. External Source ステージの拡張プロパティーにアクセスし、パラレル・モードで実行されることを確認
します。
4. External Source ステージで、ulimit -a; ulimit -aH (引用符は不要です) を「ソース・プログラム」プ
ロパティーに入力し、長さが 255 の VarChar の列を 1 つ設定します。
5. クラスターまたはグリッド内の各 fastname (ホスト) のノードを少なくとも 1 つずつ含んでいる構成フ
ァイルを使用してください。
6. ジョブをコンパイルして実行し、ディレクターのログを確認します。
ディレクターには、構成ファイル内の各ノードのソフト・リミットとハード・リミットが含まれています。
データのハード・リミットが低すぎる場合は、AIX 管理者に連絡して、その値を増やすよう依頼する必要
があります。この値は、/etc/security/limits ファイルで設定できます。ハード・リミット設定を増やし
た後で、$DSHOME/sample の下にある ds.rc ファイルで、ユーザーの ulimit 設定を行うことができます。
このファイルの先頭 (umask 設定の後) に「ulimit -d unlimited」のような行を追加します。
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ds.rc ファイルの所有者は root で、root のみが書き込み可能であるため、ファイル許可はシステム管理者
が変更する必要があります。セキュリティー上の理由から、所有者を変更したり、非 root ユーザーに書き
込み権限を付与したりすることは絶対にしないでください。重要: ulimit -n コマンドを使用して、ファイ
ル記述子の数を無制限に設定することはしないでください。そのような設定は、InfoSphere DataStage で問
題が発生する原因になります。この制限の値は十分高く設定してください。100000 が、ほぼすべての状況
で安全な値といえます。
InfoSphere DataStage バージョン 7.5.x
すべての 7.5.x リリースで、InfoSphere DataStage ソフトウェアは 32 ビット・アプリケーション
です。インストール先が 64 ビット・カーネルの AIX サーバーでも同じです。パラレル・ジョ
ブ・プロセス用にプロセス・アドレス・スペースの最大量を確保するには、プロジェクト・レベル
(プロジェクト内のすべてのジョブが対象) または特定のジョブ内で LDR_CNTRL 変数のデフォル
ト値として値 MAXDATA=0x80000000@DSA を設定します。
重要: LDR_CNTRL は dsenv ファイルに追加しないでください。その設定が、サーバー・エンジン
で使用されるメモリー・モデルに影響する恐れがあります。
InfoSphere DataStage バージョン 8.0.x
すべての 8.0.x リリースで、InfoSphere DataStage ソフトウェアは 32 ビット・アプリケーション
です。インストール先が 64 ビット・カーネルの AIX サーバーでも同じです。Information Server
8.0 GA リリースから、InfoSphere DataStage はサービス層と統合する Java コンポーネントを開始
するようになりました。これらの Java コンポーネントが適切に機能するように、
LDR_CNTRL=MAXDATA=0x60000000@USERREGS 環境変数が dsenv ファイルに追加されまし
た。Java コンポーネントが正しく稼働できるようにするために、この変数は削除も変更もしないで
ください。
プロセスあたり 1.5 GB より大きいメモリーを必要とするパラレル・ジョブの場合、LDR_CNTRL
変数をさらに大きな値に設定できます。プロジェクト内のすべてのジョブでデフォルト値を有効に
する必要がある場合、この変数にはプロジェクト・レベルでデフォルト値を指定しなければなりま
せん。そうでなければ、プロジェクト・デフォルト値はブランクのままにして、特定のジョブのみ
に値を割り当ててください。 前述のとおり、dsenv ファイル内の LDR_CNTRL は変更しないでく
ださい。
ジョブ・プロセス用にプロセス・アドレス・スペースの最大量を確保するには、ジョブ内で、また
はプロジェクト・デフォルトとして LDR_CNTRL 変数に値 MAXDATA=0x80000000@DSA を設定して
ください。
InfoSphere DataStage バージョン 8.1.x
8.1 GA リリースから、InfoSphere DataStage は 64 ビット・アプリケーションになり、64 ビット
AIX カーネルを必要とします。osh 項目は MAXDATA=x80000000 プロパティーを使用してコンパイ
ルされるため、デフォルト構成では、パラレル・ジョブ・プロセスに使用可能なメモリー・アドレ
ス・スペースの量が 2 GB に制限されます。64 ビット・アプリケーションになったことによる改
善により、より多くのセグメントとより大きな専用メモリー・アドレス・スペースの割り振りが可
能になりました。 各プロセスで大量のヒープ・メモリーが必要になるような状況の場合、
LDR_CNTRL に値 MAXDATA=0x0000001000000000 を設定してください。この値だと、プロセスごと
に専用データに対して最大 64 Gb まで割り振られます。
複数のジョブによるメモリーの大量消費を避けるため (そのような動作を意図していない場合に
は)、このような大きな値はプロジェクト・レベルでなくジョブ・レベルで設定してください。
InfoSphere DataStage バージョン 8.5
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InfoSphere DataStage は 64 ビット・アプリケーションであり、リリース 8.1 と同じように、64 ビ
ット AIX カーネルを必要とします。このリリースでの大きな改善点は、MAXDATA パラメーター
が実行可能ファイルから削除されたことです。この変更により、InfoSphere DataStage は、デフォ
ルト構成内のすべての使用可能メモリー・アドレス・セグメントにアクセスできるようになりまし
た。8.5 にアップグレードした後は、すべてのセグメントにアクセスできるように、それまで
MAXDATA パラメーター付きで LDR_CNTRL が指定されていたジョブまたはプロジェクトをすべ
て変更して、このパラメーターを削除する必要があります。
重要: LDR_CNTRL=USERREGS 環境変数は、dsenv ファイルから削除しないでください。この変数
は、InfoSphere DataStage プロセスによってロードされる Java コンポーネントが正しく稼働するた
めに必要です。 USERREGS プロパティーは、InfoSphere DataStage ジョブのメモリー使用率に影
響しません。

HP-UX Itanium システム上でパラレル・ジョブの実行時にノード名または
ホスト名を検出できない
HP-UX Itanium システムには、ノード名およびホスト名のデフォルトの最大長があり、名前の切り捨てに
よってジョブが失敗する可能性があります。

症状
HP-UX Itanium システム上のパラレル・ジョブが、ホスト名またはノード名が見つからないことを示すエ
ラーで失敗します。ノード名またはホスト名が切り捨てられています。ジョブ処理時にノードまたはホスト
が見つかりません。例えば、ホスト名が H1234567890 である場合、以下の出力に類似したエラーを受け取
ります。
##E IIS-DSEE-TUTL-00096 00:54:15(000) <main_program> APT_PMaddrInfoFor():
getaddrinfo(host = H1234567, port = ) failed with error 8 - host nor service provided,
or not known: node H1234567 cannot be used
##F IIS-DSEE-TFCF-00014 00:54:15(001) <main_program> Fatal Error:
The configuration does not contain the invoking node truncate.

原因
デフォルトで、HP-UX Itanium のノード名は 8 バイトに制限され、ホスト名は 64 バイトに制限されま
す。名前が切り捨てられた場合、ジョブは、処理時にホストやノードを見つけることができません。
HP-UX Itanium 上での長いホスト名サポートのためには、カーネル expanded_node_host_names パラメー
ターが必要で、このパラメーターはデフォルトでは有効になっていません。

問題の診断
ホストまたはノードのシステムで uname -a コマンドを実行して、システム情報にアクセスします。システ
ム情報内のホスト名を読み取り、ホスト名またはノード名が 8 文字に切り捨てられていないかどうかを確
認します。

問題の解決
カーネル・パラメーターを変更して、ノード名とホスト名の拡張が許可されるようにします。
1. /etc/sysctl.conf ファイルを編集し、expanded_node_host_names=1 を設定します。
2. HP-UX Itanium システムを再始動します。
3. システムが再始動されたら、uname -a コマンドを使用して再度システム情報を表示し、ホスト名とノー
ド名が切り捨てられていないことを確認します。
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エンジン・パラメーターのチューニング
エンジン・パラメーターをチューニングして、パフォーマンスを改善したり、将来的な問題のトラブルシュ
ーティングを回避したりすることができます。

UVCONFIG ファイル内のチューナブル・パラメーターの使用
UVCONFIG ファイルには、パフォーマンスの改善やトラブルシューティングの回避を目的に構成できるパラ
メーターがいくつか含まれています。
UVCONFIG ファイル内で最もよく使用されるパラメーターは次のとおりです。
MFILES
このパラメーターは、サーバー・エンジン (DSEngine) の循環ファイル・プールのサイズを定義し
ます。 これは、InfoSphere DataStage サーバー・ランタイムによって開かれる順次ファイルなどの
ファイル用の 1 プロセス・プールあたりのサイズです。パラレル・エンジン (osh を実行している
PXEngine) によってオペレーティング・システム・レベルで直接開かれるファイルは含みません。
サーバー・エンジンは、InfoSphere DataStage アプリケーション・レベルではファイルを論理的に
開いたり閉じたりし、必要なときに OS レベルでファイルを物理的に閉じます。
InfoSphere DataStage ジョブがたくさんのファイルを使用する場合は、この値を大きくします。一
般的には、250 あたりが適切な値です。 値の設定が低すぎると、パフォーマンスの問題が発生す
るおそれがあります。サーバー・エンジンは、論理プールを物理プールにマップするために、物理
的なオペレーティング・システム・レベルでオープン/クローズの呼び出しをより多く行います。
注: オペレーティング・システムのパラメーターである nofiles は、MFILES より高く設定する必
要があります。InfoSphere DataStage プロセスが最大 512 個までファイルを開くことができるよう
に、nofiles パラメーターは最低でも 512 に設定する必要があります。
ほとんどの UNIX システムでは、proc ファイル・システムを使用して、特定のプロセスによって
開かれたファイル・ハンドルをモニターできます。例:
ps -ef|grep dsrpcd
root
23978
1 0 Jul08 ?
00:00:00 /opt/ds753/Ascential/DataStage/DSEngine/bin/accdsrpcd
ls -l /proc/23978/fd
lrwx-----l-wx-----l-wx-----lrwx------

1
1
1
1

root
root
root
root

dstage
dstage
dstage
dstage

64
64
64
64

Sep
Sep
Sep
Sep

25
25
25
25

08:24
08:24
08:24
08:24

0
1
2
3

->
->
->
->

/dev/pts/1 (deleted)
/dev/null
/dev/null
socket:[12928306]

この例で、dsrpcd プロセス (23978) は 4 つのファイルを開いています。
T30FILE
このパラメーターは、InfoSphere DataStage システムのシステム全体で開くことが可能な動的ハッ
シュ・ファイルの最大数を決定します。この値が低すぎると、「T30FILE 表がいっぱいです」のよ
うな (これに類似した) エラー・メッセージが表示される可能性があります。
以下のエンジン・コマンドを $DSHOME から実行すると、使用中の動的ファイルの数を確認できま
す。
echo "`bin/smat -d|wc -l` - 3"|bc
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T30FILE パラメーターのチューニングにこのコマンドを役立ててください。次の技術情報
https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21390117 を参照してください。
実行中の InfoSphere DataStage ジョブのそれぞれが、この表内の少なくとも 3 つのスロットを必
要とします。3 つのスロットとは、RT_CONFIG、RT_LOG、および RT_STATUS です。ただし、マル
チ・インスタンス・ジョブは、これらのファイル用のスロットを共有します。各ジョブ実行インス
タンスは、別々のファイル・ハンドルを作成しますが、ファイルが既に別のインスタンスに対して
開かれている場合は、表内の使用カウンターが増えるだけです。
AIX では、T30FILE の値を ulimit -n のシステム設定より高く設定しないでください。
GLTABSZ
このパラメーターは、グループ・ロック表内の行のサイズを定義します。 スロットのグループ・
ロックの数が、ここに定義されている値に近づいてきた場合には、この値をチューニングします。
サーバー・エンジン・シェルから LIST.READU EVERY コマンドを使用して、この値のモニター
に役立ててください。 LIST.READU は、アクティブ・ファイルとレコード・ロックをリストし、
EVERY キーワードは、アクティブ・グループ・ロックを追加でリストします。
例えば、デザイナー・クライアントとディレクター・クライアントの両方が dstage0 というプロ
ジェクトにログインした場合、以下のようになります。
Active Group Locks:
Record Group Group Group
Device.... Inode..... Netnode Userno Lmode G-Address. Locks ...RD ...SH ...EX
838222719 2039334646
0
5620 62 IN
800
1
0
0
0
Active Record Locks:
Device.... Inode..... Netnode Userno Lmode
PID Item-ID.....................
838222719 2039334646
0 64332 62 RL 1204 dstage0&!DS.ADMIN!&
838222719 2039334646
0 62412 62 RL 3124 dstage0&!DS.ADMIN!&

Device ファイル・システムが配置されているディスクのロジカル・パーティションを示す番号。
Inode

アクセス中のファイルを示す番号。

Netnode
ロックの発生元のホストを示す番号。 0 はローカル・システム上のロックを示します。
InfoSphere DataStage の場合、ほとんどがこのケースです。0 以外の場合、UNIX であれ
ば、これは /etc/hosts ファイル内に指定されている TCP/IP ホスト番号の最後の部分で
す。 Windows では、TCP/IP ホスト番号の最後の部分か、LAN マネージャーのノード名
のいずれかです (接続で使用されるネットワーク・トランスポートによります)。
Userno
ロックを設定したファントム・プロセス。
Pid

制御プロセスを示す番号。

Item-ID
ロック・レコードのレコード ID。
Lmode ロックに割り当てられた番号と、その使用を説明するコード。
G-Address
グループの論理ディスク・アドレス、またはファイルの先頭からのオフセット (バイト単
位)。16 進で表示されます。
Record Locks
グループ内のロック・レコードの数。
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Group RD
グループ内のリーダーの数。
Group SH
共有グループ・ロックの数。
Group EX
排他グループ・ロックの数。
レポートにレコード・ロックについての記述がある場合は、次の Lmode コードが含まれていま
す。
FS、IX、CR
共有ファイル・ロック。
FX、XU、XR
排他ファイル・ロック。
レポートにグループ・ロックについての記述がある場合は、次の Lmode コードが含まれていま
す。
EX

排他ロック。

SH

共有ロック。

RD

読み取りロック。

WR

書き込みロック。

IN

システム情報ロック。

レポートにレコード・ロックについての記述がある場合は、次の Lmode コードが含まれていま
す。
RL

共有レコード・ロック。

RU

更新レコード・ロック。

RLTABSZ
このパラメーターは、レコード・ロック表内の行のサイズを定義します。 InfoSphere DataStage ジ
ョブの観点から見ると、この値は、同時に実行可能な InfoSphere DataStage ジョブの数と、接続可
能な InfoSphere DataStage クライアントの数に影響します。
InfoSphere DataStage エンジン・シェルから LIST.READU コマンドを使用して、スロット内のレコ
ード・ロックの数をモニターします。あるディレクター・クライアントが dstage0 というプロジェ
クトにログインしていて、そのプロジェクトで、あるジョブの 2 つのインスタンスが実行中であ
る場合、アクティブ・レコード・ロックは次の例のようになります。
Active Record Locks:
Device.... Inode..... Netnode Userno Lmode
Pid Item-ID.............
838222719 2039334646
0 64332 62 RL 1204 dstage0&!DS.ADMIN!&
838222719 2039334646
0 62128 62 RL 3408 dstage0&!DS.ADMIN!&
838222719 2039334646
0 65252 62 RL
284 dstage0&!DS.ADMIN!&
304877956 328255620
0 62128 62 RL 3408 RT_CONFIG456
304877956 328255620
0 65252 62 RL
284 RT_CONFIG456

レポートで、Item-ID=RT_CONFIG456 は、実行中のジョブがジョブ番号 456 のインスタンスであ
り、インスタンスの実行中はこのジョブのコンパイル済みジョブ・ファイルがロックされるため、
その期間は、例えばリコンパイルなどができないことを示します。特定のジョブについて、そのプ
ロジェクト内でのジョブの番号をディレクターの「ジョブ状況」ビュー、または「詳細」ダイアロ
グで確認できます。
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UserNo と Lmode の間にある無名列は、レコード・ロック表内の行番号に関係しています。各行が
RLTABSZ ロックを保持します。上記の例の場合、75 個のうち 3 個のスロットが、行 62 で使用さ
れたことになります。RLTABSZ のデフォルト値は 75 です。特定の行のエントリー数が RLTABSZ
の値に近づいてきたら、システムのチューニングを再検討する時期です。
RLTABSZ の限界に達すると、ジョブが開始できなくなったり、-14 エラーを生成したりするように
なります。
InfoSphere DataStage クライアントでは、接続しようとしたときに、「DataStage プロジェクトは
管理者によってロックされています」のような (これに類似した) エラー・メッセージが表示され
る可能性があります。このエラー・メッセージは誤解を招くおそれがあります。このメッセージ
は、ロック表がいっぱいになったためにロックを獲得できないことを意味しています。別のユーザ
ーが既にロックしているためにロックを獲得できないわけではありません。
MAXRLOCK
このパラメーターは、常に (RLTABSZ – 1) の値に設定する必要があります。
各 DSD.RUN プロセスは、例に示されているように、$DSHOME にある UV.ACCOUNT ファイルのキー
名 <project>&!DS.ADMIN!& にレコード・ロックをかけます。各 InfoSphere DataStage クライアン
ト接続 (例えば、デザイナー、ディレクター、アドミニストレーター、dsjob コマンドなど) もこの
レコード・ロックをかけます。InfoSphere DataStage はこのメカニズムを使用して、プロジェクト
削除などの操作が安全かどうかを判断します。いずれかのプロセスがプロジェクト・ロックを保持
している間、操作を進めることはできません。
MAXRLOCK は、ジョブおよびシーケンスの最大数に加えて、使用されるクライアント接続数に対応
できるように設定する必要があります。RLTABSZ は、MAXRLOCK + 1 に設定する必要があります。
RLTABSZ の値を大きくすると、ディスクの共有メモリー・セグメントが必要とするメモリーの量
が大幅に増える点に留意してください。
RLTABSZ、GLTABSZ、および MAXRLOCK に対し、それぞれ 130/130/129 という設定を使用すると、大
部分のお客様のインストール済み環境で正常に機能します。環境によっては、より高い
300/300/299 という設定を使用するお客様もいます。
シーケンスまたはマルチ・インスタンス・ジョブを使用する場合、設定の 130/130/129 から始め
て、必要であれば 300/300/299 まで増やしてください。
InfoSphere DataStage v8.5 より前のバージョンでは、以下の設定が事前定義されていました。
v MFILES = 150
v T30FILE = 200
v GLTABSZ = 75
v RLTABSZ = 75
v MAXRLOCK = 74 (75-1)
InfoSphere DataStage v8.5 では、以下の設定が事前定義されています。
v MFILES = 150
v T30FILE = 512
v GLTABSZ = 75
v RLTABSZ = 150
v MAXRLOCK = 149 (150-1)
これらは、すべてのシステム構成に対応する最低限の推奨値であるため、たいていはこれらの値の
チューニングが必要になります。
InfoSphere DataStage のトラブルシューティング
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DMEMOFF、PMEMOFF、CMEMOFF、NMEMOFF
これらは、4 つの InfoSphere DataStage 共有メモリー・セグメント (ディスク、プリンター、カタ
ログ、NLS) それぞれの共有メモリー・アドレス・オフセット値です。システムによっては、大き
なディスク共有メモリーを使用できるようにするために、PMEMOFF、CMEMOFF、および NMEMOFF を
増やす必要があります。
AIX 上でこれらの値が 0x0 に設定されると、オペレーティング・システムがこれらのオフセット
を管理します。そうでない場合は、PMEMOFF の値から DMEMOFF の値を引いた値が、最大ディスク
共有メモリー・セグメント・サイズになります。さらに、例えば Solaris などでは、これらの値を
大きくして、実行中の InfoSphere DataStage ジョブのヒープ・サイズを大きくすることができま
す。
shmtest ユーティリティーを実行する際は、その出力の解釈に十分注意してください。このユーテ
ィリティーは、ユーティリティー実行時に割り振り可能なメモリーの可用性をテストします。メモ
リー可用性は、現在の uvconfig 設定、既に使用中の共有メモリーの量、およびその時点でシステ
ム上にあるその他のアクティビティーの影響を受けます。

InfoSphere DataStage パラレル・ジョブのトレースを使用可能にする
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブのトレースを使用可能にして、問題のトラブルシューティングに役
立てることができます。

手順
1. 以下のアドミニストレーターのプロジェクト・レベル・パラメーターをプロジェクトまたはジョブで使
用可能にして、これらのパラメーターを true に設定します。
v APT_DUMP_SCORE
v APT_PM_SHOWRSH
v APT_PM_SHOW_PIDS
v APT_RECORD_COUNTS
v APT_SHOW_COMPONENT_CALLS
v APT_STARTUP_STATUS
v OSH_DUMP
v OSH_ECHO
v OSH_EXPLAIN APT_DISABLE_COMBINATION
2. InfoSphere DataStage アドミニストレーターで、DS_PXDEBUG というユーザー定義の環境変数を追加し
ます。 プロジェクト・レベルでは、値を未定義にしてください。 プロジェクト・レベルでは、値はブ
ランクのままにするか 0 に設定します。この新しい環境変数をジョブ・レベルに追加し、値を 1 に設
定します。 DS_PXDEBUG 変数によって、ジョブがデバッグ情報を報告するようになります。

タスクの結果
デバッグ情報は、Debugging という新しいプロジェクト・レベル・ディレクトリーの下に収集されます。ジ
ョブごとにサブディレクトリーが作成され、ジョブの名前が付けられます。 呼び出し ID が空でないマル
チ・インスタンス・ジョブを実行すると、ディレクトリーの名前はジョブ名と呼び出し ID を組み合わせ
たものになります。
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次のタスク
ジョブを実行します。ジョブのエクスポート、詳細なジョブ・ログ、およびプロジェクト・パ
ス/Debugging/Jobname フォルダーをサポートに送信します。
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、IBM と連絡を取ること
ができます。 また、製品についてのフィードバックを行うことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリューション情報に関するリソ
ースをリストしています。
表 5. 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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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/

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
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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/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の
IBM Publications Center にアクセスしてください。
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェースは完全にはアクセ
シビリティー対応がなされていません。
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。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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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。
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。
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IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあり
ます。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム
契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供され
ます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他
の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた
可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さ
らに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様
は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースか
ら入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関す
る実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問
は、それらの製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があり、単
に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場
合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるため
に、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。こ
れらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然に
すぎません。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・
アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。 お客様は、サンプル・プログラムが書
かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェース
に準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式において
も、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。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。
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© (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 6. 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

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

ユーザー名

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

個人情報でない

v 永続

v セッション管理 無効にできない
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 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション管理 無効にできない
v 認証

特記事項および商標

115

表 6. 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
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

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。
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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

117

118

トラブルシューティング・ガイド

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。

［ナ行］

ODBC ドライバー
UNIX および Linux システム

認証エラー

5

Oracle Connector

認証の失敗

1, 2, 5

トラブルシューティング
固有の問題

［ハ行］

［ア行］

ファイル・ユニットの不足

UNIX および Linux の構成の問題

107

ユーザー認証の失敗

5

サポート
お客様

107

A

商標
リスト
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AIX コンピューターのメモリー不足
at コマンド 9

10

Windows サーバー 6
スケジュールされたジョブ
ユーザー権限の確認 7

ユーザー名とパスワードのテスト
曜日のローカライズ 8
AIX サーバー 10
UNIX および Linux サーバー

9

スケジュールされたジョブの表示
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表示 6
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例外処理 14
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起動に失敗 4
14
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13,
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9

D
DELETE ステートメント
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許可されませんでした 78
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