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第 1 章 Netezza データベースへのアクセスの構成
Netezza データベースへのアクセスを構成するためには、データベース・クライアン
ト・ライブラリーをインストールし、これらのインストールしたライブラリーへの
パスをライブラリー・パス環境変数に組み込む必要があります。環境変数の設定に
ついて詳しくは、環境変数の設定に関するトピックを参照してください。

手順
1. データベース・クライアント・ライブラリーをインストールします。
2. Netezza データベースへのアクセスを構成します。

Netezza データベースへのアクセスの構成
Netezza データベースへのアクセスを構成するには、 Netezza ODBC ドライバーを
インストールして構成し、データ・ソースを作成する必要があります。

Linux および UNIX における Netezza データベースへのアクセ
スの構成
Netezza データベースへのアクセスを構成するには、 .odbcinst.ini ファイルでパ
ラメーターを指定して Netezza ODBC ドライバーを構成し、また、.odbc.ini ファ
イルを変更してデータ・ソースを構成する必要があります。

始める前に
v クライアント・ライブラリーをインストールします。

このタスクについて
.odbcinst.ini 構成ファイルが存在する場合は、同じファイルを変更できます。既
存の .odbcinst.ini 構成ファイルが存在しない場合は、odbcinst.ini.sample を使
用して .odbcinst.ini 構成ファイルを作成することができます。ほとんどのシナリ
オにおいては、odbcinst.ini.sample ファイルの内容を変更せずに使用することが
できます。ただし、次のシナリオでは、構成ファイルの変更が必要です。
v クライアント・システムに Netezza ODBC ドライバー以外の ODBC ドライバー
が構成されていて、これらの ODBC ドライバーを引き続き使用する場合、
.odbcinst.ini ファイル内の既存エントリーは変更しないでください。
.odbcinst.ini ファイルの既存内容の最後に Netezza ODBC ドライバーのエント
リーを追加します。
v Netezza クライアント・ソフトウェアと Netezza ODBC ドライバーがクライアン
ト・システムにインストールされていた場合は、Netezza ODBC ドライバーが構
成されているかどうかを確認します。構成されていなければ、.odbcinst.ini フ
ァイルの既存内容の最後にエントリーを追加します。
.odbc.ini 構成ファイルがホーム・ディレクトリー (例えば、/home/myname など)
に存在する場合、 Netezza アプライアンス・データ・ソースがアクセスするための
エントリーが含まれているかどうかをチェックします。含まれていなければ、
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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odbc.ini.sample ファイルの内容を、既存の .odbc.ini 構成ファイルの最後にコピ
ーします。ファイル内の既存のエントリーは変更しないでください。
Linux で InfoSphere® Information Server バージョンの .odbc.ini 構成ファイルを使
用する場合、 Netezza Connector が正しく動作するようにするために、構成ファイ
ルがあるフォルダーにシンボリック・リンクを作成します。
1. InfoSphere DataStage® 管理者としてログオンします。
2. InfoSphere Information Server のインストール・ディレクトリーに移動するため
に、次のコマンドを入力します。cd /opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine
3. シンボリック・リンクを作成するために、次のコマンドを入力します。ln -s
.odbc.ini odbc.ini

手順
1. ユーザー ID とパスワードを使用してログインします。
2. Netezza ODBC ドライバーを構成します。
a. /usr/local/nz/lib/odbcinst.ini.sample ファイルの内容をコピーします。
b. 要件に応じて、構成エントリーを変更します。 インストール済み環境の特定
の構成エントリーを変更する必要があるかどうかを確認するには、Netezza シ
ステム管理者に問い合わせてください。
c. ファイルを .odbcinst.ini という名前で保存します。
3. 以下のようにして、Netezza アプライアンス・データ・ソースを構成します。
a. odbc.ini.sample ファイルの内容をホーム・ディレクトリー (例え
ば、/home/myname) にコピーして .odbc.ini に名前変更します。
b. オプション: Netezza データ・ソースを既存の .odbc.ini ファイルに追加す
るには、サンプル・ファイルの [NZSQL] より後の行を既存の .odbc.ini フ
ァイルに追加します。 [ODBC Data Sources] セクションで、データ・ソース
名のリストに NZSQL = NetezzaSQL を追加します。
c. ファイルを保存して閉じます。
4. 環境変数を次のように設定します。
export ODBCINI=path_to_odbc.ini_file
export NZ_ODBC_INI_PATH=location_of_odbc.ini_file

注: 既存の odbc.ini ファイルに Netezza のエントリーが追加された場合は、
NZ_ODBC_INI_PATH 変数のみを設定します。
5. サーバー・エンジンと ASB エージェントを再始動するには、次のコマンドを入
力します。
cd Install_directory/Server/DSEngine/bin
./uv -admin -stop
./uv -admin -start
cd Install_directory/ASBNode/bin
. ./NodeAgents_env_DS.sh
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start
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Microsoft Windows における Netezza データベースへのアクセ
スの構成
InfoSphere Information Server を Microsoft Windows オペレーティング・システムで
稼働する場合、 Netezza ODBC ドライバーをインストールした後に、データ・ソー
スを作成して構成する必要があります。

始める前に
v データベース・クライアント・ライブラリーをインストールします。
v InfoSphere Information Server は 32 ビット・アプリケーションであるため、 64
ビットの Windows コンピューターの場合には、32 ビット・バージョンの
Microsoft ODBC データ ソース アドミニストレータ
C:¥Windows¥SysWOW64¥odbcad32.exe を必ず実行してください。 64 ビット・バー
ジョンの ODBC アドミニストレーター・アプリケーションを実行すると、
Netezza Connector は、指定されたデータ・ソース名を見つけることができませ
ん。 ODBC アドミニストレーター・アプリケーションがデフォルトで「ファイ
ル」メニューからアクセスできない場合は、 Windows Explorer を使用してアプ
リケーションにアクセスしてください。
– 32 ビット Windows の場合、32 ビットのドライバーは C:¥Windows¥System32
ディレクトリーにインストールされます。
– 64 ビット Windows の場合、32 ビットと 64 ビットのドライバーを両方イン
ストールできます。 32 ビットのドライバーは、C:¥Windows¥SysWOW64 ディレ
クトリーにインストールされ、 64 ビット・バージョンは
C:¥Windows¥System32 ディレクトリーにインストールされます。

手順
1. 以下のようにして、データ・ソースを作成します。
a. オペレーティング・システムに応じて、次のアクションのいずれかを実行し
ます。
v 32 ビット Windows システムの場合、「スタート」 > 「コントロール パ
ネル」 > 「管理ツール」 > 「データ ソース (ODBC)」とクリックしま
す。
v 64 ビット Windows システムの場合、Explorer を使用して
C:¥Windows¥SysWOW64¥odbcad32.exe にナビゲートします。
b. 「システム DSN」ページで「追加」をクリックします。
c. 「データ ソースの新規作成」ページで、セットアップするデータ・ソースの
ドライバーとして「NetezzaSQL」を選択し、「完了」をクリックします。
2. ODBC ドライバーを構成します。
a. 「Netezza ODBC ドライバーのセットアップ」ページで、データ・ソースに
関する詳細を指定します。
b. 「サーバー」フィールドに、ODBC ドライバーが接続する Netezza システム
のホスト名または IP アドレスを指定します。
c. 接続をテストするために、ユーザー名とパスワードを指定してから、「接続
のテスト」をクリックします。

第 1 章 Netezza データベースへのアクセスの構成
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ライブラリー・パス環境変数の設定
プロジェクト内のすべてのジョブに環境変数を適用するには、InfoSphere DataStage
and QualityStage® アドミニストレーターで環境変数を定義します。プロジェクト・
レベルまたはジョブ・レベルでライブラリー・パス環境変数とパス環境変数に指定
される値は、これらの変数の既存のシステム値の後に追加されます。

このタスクについて
例えば、プロジェクト・レベルでライブラリー・パス環境変数の値としてディレク
トリー /opt/branded_odbc/lib が指定されているとします。同じライブラリーを含
むが別の場所にあるディレクトリー /opt/IBM/InformationServer/Server/
branded_odbc/lib が、オペレーティング・システム・レベルまたは dsenv スクリ
プトで定義されたライブラリー・パスに既に存在しています。この場合、ジョブの
実行時には、ディレクトリー/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/
lib のライブラリーがロードされます。これは、ライブラリー・パス環境変数に定
義された値の中で、このディレクトリーがディレクトリー /opt/branded_odbc/lib
の前に出現するためです。
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

HP-UX

SHLIB_PATH

®

IBM AIX

®

LIBPATH

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

Linux または UNIX オペレーティング・システムでは、環境変数は dsenv スクリ
プトの中で指定できます。 Windows オペレーティング・システム上の InfoSphere
Information Server インストール済み環境には、dsenv スクリプトは含まれていませ
ん。

dsenv ファイル内のライブラリー・パス環境変数の設定
Linux または UNIX オペレーティング・システムでは、 dsenv スクリプトの中で
ライブラリー・パス環境変数を指定できます。 dsenv スクリプトに指定された環境
変数は、InfoSphere Information Server エンジンの下で実行されるすべての
InfoSphere DataStage プロジェクトに適用されます。

始める前に
クライアント・ライブラリーをインストールします。

手順
1. DataStage アドミニストレーター・ユーザー (デフォルト名でインストールした
場合は dsadm) としてログインします。
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2. IS_install_path/Server/DSEngine/dsenv スクリプトをバックアップします。
IS_install_path は、InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー
(デフォルト・パスでインストールした場合は /opt/IBM/InformationServer) で
す。
3. dsenv スクリプトを開きます。
4. クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーのパスをライブラリー・パス
環境変数に追加します。
5. 更新した dsenv ファイルを使用して環境をセットアップします。
. ./dsenv

6. 以下のコマンドを入力して、InfoSphere Information Server エンジンを再始動し
ます。
bin/uv –admin –stop
bin/uv –admin –start

7. su コマンドによって直接、または DataStage アドミニストレーター・ユーザー
が sudoers リストに含まれる場合には sudo コマンドを通じて、root ユーザー特
権を得ます。
sudo su - root

8. 以下のコマンドを入力して、ASB エージェントのホーム・ディレクトリーに移
動します。
cd Install_directory/ASBNode/bin
9. 以下のコマンドを入力して、ASB エージェント・プロセスを再始動します。
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

タスクの結果
ASB エージェント・プロセスの再始動後、InfoSphere Information Server サービスは
イベントを登録するために 1 分ほどかかります。

Windows におけるライブラリー・パス環境変数の設定
Windows オペレーティング・システムでは、ライブラリー・パス環境変数と PATH
環境変数はどちらも、PATH システム環境変数で表されます。 InfoSphere Information
Server エンジンと ASB エージェントのプロセスが環境変数の変更を検出するに
は、変更をシステム・レベルで行い、InfoSphere Information Server エンジンを再始
動する必要があります。

始める前に
クライアント・ライブラリーをインストールします。

手順
1. PATH システム環境変数を編集するには、「システムの詳細設定」の「環境変
数」をクリックし、「PATH」を選択します。
2. 「編集」をクリックし、クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーへの
パスを指定します。
3. OK をクリックします。
第 1 章 Netezza データベースへのアクセスの構成
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4. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。
5. ASB エージェント・プロセスを再始動します。

ISA Lite ツールを使用したデータベース接続のテスト
データベースへの接続を確立した後、IBM Support Assistant (ISA) Lite for
InfoSphere Information Server ツールを実行してデータベース接続をテストします。
ISA Lite ツールについて詳しくは、インストール検査とトラブルシューティングに
関するトピックを参照してください。
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第 2 章 Netezza Enterprise ステージ
Netezza Enterprise ステージはデータベース・ステージです。 Netezza Enterprise ス
テージを使用することにより、バルク・データを Netezza Performance Server 8000
に書き込むことができます。
IBM InfoSphere DataStage を使用して Netezza にデータを書き込む際、接続オプシ
ョンの集合の中から選択することができます。ほとんどの新規ジョブでは、Netezza
Connector ステージを使用してください。このステージは、Netezza Enterprise ステ
ージより高い機能性とパフォーマンスを提供します。
Netezza Enterprise ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用したい
場合は、コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用す
るようにジョブをマイグレーションしてください。

Netezza Performance Server 8000 について
Netezza Performance Server 8000 は、エンタープライズ・クラスのデータベース・
アプライアンスです。
以下に、Netezza Performance Server の主な機能と特長を示します。
v Netezza Performance Server は、特にテラスケールのデータベース環境におけるリ
アルタイムのビジネス・インテリジェンス (BI) およびビジネス分析のパフォーマ
ンス要件に応えるためにデザインされました。
v Netezza Performance Server を使用することで、オープン・スタンダードの可用性
を低コストのコンポーネントで活用できます。
v Netezza Performance Server は、標準 SQL 照会による BI をサポートするため、
取り扱いが簡単です。 ユーザーは独自のアドホック 照会を実行できます。考え
うるすべての照会にあわせてデータベースをチューニングしてくれる熟練したデ
ータベース管理者は必要ありません。
Netezza Performance Server を活用するには、有効なロード方式とサポートされるク
ライアント・インターフェースを使用してください。

ロード方式
データを Netezza Performance Server に書き込む方法には、外部表と nzload の 2
つの選択肢があります。
これら 2 つのロード方式の主な違いを下にリストします。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2014

7

表 1. Netezza Enterprise ステージのロード方式
外部表

nzload

外部表は、Netezza Enterprise ステージがデー
タベース内に作成する一時表です。 この表
には、文字が区切り文字で区切られている形
のデータが含まれています。区切り文字は、
コンマです。 このロード方式を選択する
と、データ・ソースのデータは、外部表を使
用して Netezza Performance Server 内の宛先
表にロードされます。

nzload は、データを Netezza Performance
Server にロードする特殊なネイティブ・ユー
ティリティーです。 デフォルトで、Netezza
Enterprise ステージは、このロード方式を使
用します。

ソース表の列にデフォルト値があり、デー
タ・エンコードが、UTF-8 や LATIN9 など
の可変長フォーマットの場合は、外部表ロー
ド方式を使用します。

データ・エンコードが一貫していて事前定義
フォーマットに存在し、ソース表の列にデフ
ォルト値がない場合は、nzload ロード方式を
使用します。

CREATE EXTERNAL TABLE コマンドを使
用すると、データベースの一部ではない外部
ソースを通して、Netezza データベースにデ
ータを書き込んだり、Netezza データベース
からデータを削除したりできます。 外部表
ロード方式は、3 つのコマンドを使用して機
能します。

nzload コマンドは、迅速にデータをロード
しながら、同時に誤りのある内容やあいまい
な内容を除外するようデザインされた、
ASCII 形式のバルク・データ・ローダーで
す。 nzload コマンドを使用する場合は、テ
キスト・フォーマットを指定する必要があ
り、整合性を守らなければなりません。

v CREATE TABLE: ソース表の各列のデフ
ォルト値をサポートします。
v SELECT: 外部表からデータを読み取りま
す。

nzload コマンドは、ターゲット表のスキー
マ主導で動作しますが、デフォルト値の指定
はすべて無視します。

v INSERT: テキスト値を解釈し、使用する
入力フォーマットを決定します。
外部表ロード方式は、INSERT ステートメン
トを使用してデータをロードします。
INSERT コマンドの実行に必要な特権は、
DML 特権 (CREATE TABLE、SELECT、お
よび INSERT 特権) のみです。

nzload ロード方式を使用するには、宛先表に
対する CREATE TABLE 特権と LOAD 特権
が必要です。

外部表ロード方式の場合、Netezza
Performance Server システムの .../tmp ディ
レクトリーにログ・ファイルが作成されま
す。

nzload ロード方式の場合、クライアント・シ
ステムの .../tmp ディレクトリーにログ・フ
ァイルが作成されます。

注: nzload ロード方式を使用するときは、ソース・スキーマの順序と宛先表のスキ
ーマを一致させる必要があります。

Netezza Performance Server アクセス用クライアント・インタ
ーフェース
IBM InfoSphere DataStage は、Netezza サーバーに対応しているクライアント・イン
ターフェースのみ、例えば、ODBC ドライバー、バージョン 2.05 などをサポート
します。 ODBC ドライバー、バージョン 2.05 は、ODBC 3.0 仕様に適合していま
す。
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下のリストにあるクライアント・インターフェースを使用して、Netezza
Performance Server にアクセスできます。
注: Netezza Performance Server にアクセスするには、ODBC ドライバーが必要で
す。
v Netezza Performance Server へのアクセスに必要なクライアント:
– ODBC クライアント・インターフェース: Netezza Performance Server にアク
セスするには、ODBC クライアント・インターフェースをインストールしなけ
ればなりません。 ODBC クライアントは、アプリケーションやアプリケーシ
ョンのビルド用のツールが、SQL データベースにアクセスできるようにしま
す。
– Netezza クライアント・インターフェース: nzload ロード方式を使用してデー
タを Netezza Performance Server にロードする場合は、Netezza クライアント
をインストールしなければなりません。
v Netezza Performance Server アクセス用オプション・クライアント:
– Microsoft Windows クライアント・インターフェース: Windows クライアント
は、GUI ベースのツールである NzAdmin で構成されます。 Windows クライ
アント・インターフェースを使用して、システム操作やデータベース操作を実
行できます。
– Web クライアント・インターフェース: Web クライアントは、ブラウザー・
ベースの管理者ツールである Webadmin で構成されます。 Web クライアン
ト・インターフェースを使用して、一般的な Web ブラウザーから Netezza
Performance Server システムをモニターしたり管理できます。
– Linux または Solaris のクライアントまたはコマンド行インターフェース:
Linux または Solaris のクライアントを使用して、SQL ステートメントを入力
できます。 Linux または Solaris のクライアントまたはコマンド行インターフ
ェースには、Linux または Solaris のクライアント・システムや Netezza コマ
ンド行インターフェースのコマンドから返される結果セットのビューも用意さ
れていて、ユーザーはそれを使用してシステムとデータベースを管理できま
す。
– JDBC クライアント・インターフェース: JDBC クライアントは、Java™ プロ
グラムが SQL データベースにアクセスできるようにします。

サポートされるオペレーティング・システムまたはプラットフォー
ム
Netezza Performance Server への接続は、サポートされているプラットフォームで稼
働しているシステムから行えます。
サポートされているオペレーティング・システムまたはプラットフォームは次のと
おりです。
v IBM AIX 6.1
v HP-UX (PA-RISC) 11.0
v Red Hat Linux AS 3.0
v SunOS 5.10
v Microsoft Windows 2008 Server 以上
第 2 章 Netezza Enterprise ステージ
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Netezza Enterprise ステージの機能
Netezza Enterprise ステージは、読み取りおよび書き込みステージです。
書き込みステージは、データ・ソースからバルク・データを受け取り、そのデータ
を Netezza Performance Server 内の指定された宛先表に書き込みます。 Netezza
Enterprise ステージの入力データ・ソースは、別のデータベース・ステージ、生成フ
ァイルなどにできます。 Netezza Performance Server へのデータの書き込みには、
使用可能な 2 つのロード方式、すなわち外部表または nzload のいずれかの方式を
使用できます。 ロード方式の詳細については、『ロード方式』のセクションを参照
してください。 ロード方式の選択方法の詳細については、以降のセクションで説明
します。
下の図は、外部表ロード方式と nzload ロード方式をそれぞれ使用した場合の
Netezza Enterprise ステージのワークフローを示しています。

Netezza Enterprise ステージ
パイプ

データ・
ソース

が
される

ODBC ドライバー

Netezza Performance Server
データがターゲット
にロードされる

Netezza Enterprise ステージ

データ・
ソース

ODBC ドライバー

パイプ

Netezza Performance Server
ロードが

!された#$

データがターゲット
にロードされる

ロードが

!されない#$

エラー・メッセージ

読み取りステージは、Netezza Performance Server の指定されたターゲット表からバ
ルク・データを見つけ、そのデータをデータ・ソースまたは別のデータベース・ス
テージに書き込みます。
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Netezza Enterprise ステージの処理
Netezza Enterprise ステージを処理する前に、前提条件を確認する必要があります。
Netezza Enterprise ステージをジョブに追加する方法についても、ここで学習しま
す。

前提条件
Netezza Enterprise ステージを使用してデータを Netezza Performance Server に書き
込むには、必要なコンポーネントをインストールする必要があります。 その次に、
ステージとシステムを適切に構成する必要があります。

必要なコンポーネントのインストールと構成
Netezza サーバーおよびクライアントが必要とするソフトウェアをインストールした
後、odbc.ini ファイルを使用してデータ・ソースを構成しなければなりません。

このタスクについて
下のリストは、インストールおよび構成の要件です。

手順
1. Netezza サーバーとクライアントをインストールします。 Netezza Enterprise ス
テージは、Netezza サーバー 2.05 パッチ 4 以上をサポートします。 nzload ロ
ード方式を使用する場合、Netezza クライアントをインストールする必要があり
ます。
2. Netezza Performance Server が提供する nzload ユーティリティーと ODBC ドラ
イバーをインストールして構成します。 Netezza Enterprise ステージは、この
ODBC ドライバーを使用して、宛先表またはファイルのメタデータを取得しま
す。 必ず、この ODBC ドライバーの 2.05 バージョンをインストールしてくだ
さい。 このドライバーは、ODBC 3.0 仕様に適合しています。
3. UNIX システム上に必ず DataDirect の ODBC ドライバー・マネージャーをイン
ストールし、構成してください。
4. Netezza Performance Server 内のターゲット表に対する明示的 LOAD 特権を獲得
します。
注: 上記のインストールおよび構成についての詳細情報またはヘルプについて
は、ソフトウェアと一緒に提供される資料を参照してください。
5. odbc.ini ファイルを $DSHOME に作成します。 odbc.ini ファイルを作成するに
は、まず、データベース名、ホスト名、ユーザー名、パスワードなどの必要な情
報を追加して、$DSHOME にある .odbc.ini ファイルを構成する必要がありま
す。 .odbc.ini ファイルの構成方法の詳細については、『UNIX プラットフォー
ムでのデータ・ソースの構成』セクションを参照してください。次に、.odbc.ini
ファイルの内容を、同じ場所にある odbc.ini ファイルにコピーします。 代わり
に、.odbc.ini ファイルへのソフト・リンクを作成することもできます。
6.

ユーザー定義環境変数と一般的な環境変数を適切に設定します。 下の表に、ユ
ーザー定義環境変数と一般的な環境変数の設定に関する情報を記載します。

第 2 章 Netezza Enterprise ステージ
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表 2. Netezza Enterprise ステージ用の環境変数
環境変数

タイプ

設定

説明/目的

例

NETEZZA

ユーザー定義

$NETEZZA

Netezza ホーム・デ
ィレクトリーを指定
します

$export
NETEZZA=/disk3/Netezza

NZ_ODBC_INI
_PATH

ユーザー定義

$NZ_ODBC
_INI_PATH

.odbc.ini ファイルの $DSHOME/.odbc.ini
場所を指します。
これは、特に UNIX
システム用に必要で
す。

APT_DEBUG
_MODULE_NAMES

ユーザー定義

$APT_DEBUG
_MODULE_NAMES

特定モジュールのデ
バッグ・メッセージ
をプリントします

odbcstmt odbcenv
nzetwriteop, nzutils,
nzwriterep, nzetsubop

PATH

一般

NETEZZA/bin

N/A

N/A

LIBPATH/
LD_LIBRARY_PATH/
SHLIB_PATH

一般

NETEZZA/lib または
NETEZZA/lib64

N/A

N/A

APT_NETEZZA
_LOAD_FILES

ユーザー定義

$APT_NETEZZA
_LOAD_FILES

Netezza log/error フ /home/dsadm/nzlogs
ァイルの場所

APT_TMPDIR

ユーザー定義

$APT_TMPDIR

Netezza log/error フ /home/dsadm/nzlogs
ァイルの場所

APT_NZ_UNIQUE_
KEY_NOT_
ALLOWED

ユーザー定義

$APT_NZ_UNIQUE
_KEY_NOT_
ALLOWED

グラフィカル・ユー
ザー・インターフェ
ースで指定されたユ
ニーク・キーをオー
バーライドします

APT_NZ_UNIQUE
_KEY_NOT_
ALLOWED=1

タスクの結果
PATH / LIBPATH / LD_LIBRARY_PATH / SHLIB_PATH は、システムで作動して
いるプラットフォームに基づいて設定する必要があります。 下の表の情報を使用し
て、PATH / LIBPATH / LD_LIBRARY_PATH / SHLIB_PATH を設定してくださ
い。
表 3. 特定プラットフォーム用の環境変数
プラットフォーム

設定する環境変数

Microsoft Windows

PATH

IBM AIX

LIBPATH

Solaris、Linux

LD_LIBRARY_PATH

HP-UX

SHLIB_PATH

v Netezza クライアントをインストールした後で、.../etc/hosts ファイルを更新して
ください。 Netezza サーバー情報および IP アドレス情報で、このファイルを更
新する必要があります。 コマンド・プロンプトを使用してこのファイルにアクセ
スするには、etc/hosts コマンド・ラインを使用します。 Windows マシンの場
合、このファイルは、Windows/system32/drivers/etc にあります。
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注: Netezza Enterprise ステージを構成するときは、IBM InfoSphere DataStage パ
レットから行うか、コマンド・プロンプトを使用するか選択できます。 このトピ
ックでは、InfoSphere DataStage パレットを使用してステージを構成する方法のみ
を説明します。コマンド・プロンプトを使用してステージを構成する方法の詳細
については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ上
級開発者ガイド」を参照してください。

データ・ソースの構成
Netezza Enterprise ステージで処理を実行するには、データ・ソースを適切に構成す
る必要があります。

このタスクについて
ここでは、Microsoft Windows および UNIX でデータ・ソースを構成する方法を学
習します。
Windows プラットフォームでのデータ・ソースの構成:
このタスクについて
デスクトップから、「スタート」 > 「コントロール パネル」 > 「管理ツール」 >
「データ・ソース (ODBC)」をクリックします。
「ODBC データ ソース アドミニストレータ」ダイアログから、新規データ・ソー
ス名を追加します。 新規データ・ソース名を追加するには、「データ ソースの新
規作成」ダイアログから適切な ODBC ドライバーを選択し、適切なパラメーターを
設定します。
パラメーターを設定する際、「読み取り専用」オプションを忘れずにクリアしてく
ださい。 このオプションはデフォルトで選択されています。
UNIX プラットフォームでのデータ・ソースの構成:
このタスクについて
UNIX マシンで Netezza Enterprise ステージのデータ・ソース名を構成するには、
odbc.ini ファイルを $DSHOME に作成して、構成する必要があります。以下のエン
トリーを .odbc.ini ファイルに追加します。
[ODBC Data Sources]
NZSQL = NetezzaSQL
[NZSQL]
Driver
Description
Servername
Port
Database
Username
Password
ReadOnly
ShowSystemTables
LegacySQLTables
LoginTimeout
QueryTimeout
DateFormat
NumericAsChar

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

/usr/local/nz/lib/libnzodbc.so
NetezzaSQL ODBC
127.0.0.1
5480
dev
guest
password
false
false
false
0
0
1
false

第 2 章 Netezza Enterprise ステージ

13

SQLBitOneZero
StripCRLF
securityLevel
caCertFile

= false
= false
= preferredUnSecured
=

ユーザー定義環境変数および一般環境変数を適切に設定します。

Netezza Enterprise ステージの処理
下にリストされたデータベース処理を実行するために Netezza Enterprise ステージ
を使用することができます。
v Netezza Performance Server からデータを読み取る。
v nzload または外部表を使用して、Netezza Performance Server にデータを書き込
む。
v ターゲット表に対してデータを更新/アップサートする。

読み取り処理
読み取りモードの Netezza Enterprise を使用して、Netezza Performance Server から
表を読み取ります。 下の図は、読み取りモードの Netezza Enterprise ステージを含
むサンプル InfoSphere DataStage ジョブです。

書き込み処理
書き込みモードの Netezza Enterprise ステージを使用して、次のアップサート処理
を実行します。「外部データ・ソース表にレコードを挿入」および「外部データ・
ソース表からレコードを削除」。

更新/削除/アップサート処理
アップサート処理を実行するには、Netezza Enterprise ステージをアップサート・モ
ードで使用します。
アップサート処理は次のとおりです。
v 外部データ・ソース表のレコードを更新する。
v 外部データ・ソース表からレコードを削除する。
v 外部データ・ソース表に対してレコードを更新してから挿入する。
v 外部データ・ソース表に対してレコードを削除してから挿入する。

Netezza Enterprise ステージを使用したデータの Netezza
Performance Server への書き込み
データを Netezza Performance Server に書き込むには、選択可能なドラッグ・アン
ド・ドロップ・オプションを使用してジョブを作成してから、Netezza Enterprise ス
テージおよびステージの入力リンクに適切なプロパティーを設定する必要がありま
す。

このタスクについて
ここで、データを Netezza Performance Server に書き込むために、選択可能なオプ
ションの使用法を学習します。

14

接続ガイド: Netezza Performance Server 編

入力リンクの属性のセットアップ
「ステージ」タブで Netezza Enterprise ステージの属性をセットアップします。

このタスクについて
Netezza Enterprise ステージには、データを 1 つの表に書き込む入力リンクが 1 つ
だけあります。
IBM InfoSphere DataStage パレットで「Netezza Enterprise ステージ」アイコンをダ
ブルクリックすると、ダイアログが表示されます。 このダイアログには、「ステー
ジ」と「入力」の 2 つのタブが表示されます。デフォルトでは、「入力」タブがア
クティブになり、このタブには「入力」ページが表示されます。
「ステージ」タブをクリックすると表示される「ステージ」ページは、Netezza
Enterprise ステージの全般的な属性のセットアップに使用します。 そのような属性
の設定に関する詳細については、『Netezza Enterprise ステージの属性の設定』セク
ションを参照してください。
このページを使用して、入力リンクの属性を設定し、Netezza Performance Server に
データを書き込む方法を決定します。 入力リンクの属性をセットアップするため、
次のタスクを実行します。
v Netezza Enterprise ステージの説明の指定
v Netezza Enterprise ステージのプロパティーのセットアップ
v 入力データのパーティション情報の指定
v 入力データの列定義の指定
v 入力リンクのバッファリング設定の指定
Netezza Enterprise ステージの説明の指定:
このタスクについて
「入力」ページの「全般」タブを使用して、入力リンクの説明を指定します。 この
機能はオプションです。
Netezza Enterprise ステージのプロパティーのセットアップ:
このタスクについて
「入力」ページでは、「プロパティー」タブがデフォルトでアクティブになりま
す。 「プロパティー」タブの下には、「ターゲット」、「接続」、および「オプシ
ョン」の 3 つのカテゴリーに分かれたプロパティーのリストがあります。 プロパ
ティーを編集するには、リストからプロパティーを選択します。 選択したプロパテ
ィーに関する情報が、プロパティー・リストの横のフィールドに表示されます。 下
の情報を読み、これらのプロパティーを設定する方法を理解してください。 これら
のプロパティーの設定方法を理解する前に、ログ・ファイルについて知っておく必
要があります。
ログ・ファイル

第 2 章 Netezza Enterprise ステージ
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データベース操作時に発生するエラーを把握し、それらの操作が成功したか失敗し
たかを知るには、ログ・ファイルの検証が必要 です。ログ・ファイルを容易に見つ
けることができるように、外部表方式と nzload 方式のそれぞれのログ・ファイルの
命名規則を下に示します。
v Netezza エラー・ログ・ファイルは、優先順位の順序で定義された
APT_NETEZZA_LOAD_FILES または APT_TMPDIR 環境変数に基づくディレク
トリーに書き込まれます。 デフォルトでは、エラー・ログ・ファイルは、
Netezza Performance Server の .../tmp ディレクトリーに書き込まれます。 外部表
ロード方式のログ・ファイルの名前は、以下のとおりです。
– NZORCH.<timestamp >_<partition number>.<database name>.nzlog および
– NZORCH.<timestamp >_<partition number>.<database name>.nzbad
v nzload ロード方式の場合、ログ・ファイルは、クライアント・システムの .../tmp
ディレクトリーに作成されます。 nzload ロード方式のログ・ファイルは、以下の
とおりです。
– <database name>.<table name>.<timestamp.p<partition number>.log および
– <database name>.<table name>.<timestamp.p<partition number>.bad
ターゲット
このカテゴリーでは、次のオプションの値を指定します。
v ロード方式
v 表
v 書き込み方式
v 書き込みモード
これらのプロパティーについて、以下に詳細を示します。
v ロード方式
データの書き込みに nzload ユーティリティーを使用するか、外部表を使用する
かを指定します。 デフォルトのロード方式は、nzload です。 Netezza
Performance Server 内の宛先表に対する明示的 LOAD 特権があり、Netezza クラ
イアントがシステムにインストールされている場合、nzload を使用できます。
それ以外の場合は、ET (外部表) によるロード方式を選択する必要があります。
ET ロード方式の場合、必要とされる特権は、宛先表に対する CREATE
TABLE、SELECT、および INSERT 特権のみです。
注: ET ロード方式を使用する Netezza Enterprise ステージを追加したジョブを実
行すると、ログ・ファイルは、InfoSphere DataStage サーバーでなく、Netezza
Performance Server の /tmp ディレクトリーに作成されます。
v 表
データの書き込み先の表の名前を指定します。 下のいずれかの方式を使用して、
このフィールドに表名を指定します。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「表」フィールドに表名を入力
します。
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– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・
パラメーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、
リストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアン
トを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用できる、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v 書き込み方式
ターゲット表にデータの「書き込み」をするか、ターゲット表に対してデータの
「更新/アップサート/削除」をするか、いずれかのオプションを提供します。
「書き込み方式 = 書き込み」を選択すると、ネイティブ・バルク nzload ユーテ
ィリティーまたは外部表の使用のいずれによってデータをロードするかを選択で
きます。
– 書き込みモード: Netezza Enterprise ステージが Netezza Performance Server に
データをどのように書き込むかを指定します。 次のオプションから選択でき
ます。
- 追加: すべての行を追加します。
- 作成: 新規表を作成します。
- 置換: 既存の表または既存の表内のすべての行を置換します。 表が存在しな
い場合は、新規表が作成されます。 宛先表が存在する場合は、その表がド
ロップされ、新規表が作成されます。
- 切り捨て: 既存の表内のレコードを切り捨てます。
「書き込み方式 = 更新」を選択すると、「更新モード」オプションが表示されま
す。 「更新モード = 更新」、「更新してから挿入」、または「削除してから挿
入」のいずれかを選択すると、「書き込みモード」はもはやターゲット・カテゴ
リーの下には表示されません。
– 更新モード: レコードの「更新」(更新モード = 更新)、レコードの「更新して
から挿入」(更新モード = アップサート)、レコードの「削除」、または組み合
わせキーに基づくターゲット表からのレコードの「削除してから挿入」をそれ
ぞれ実行するオプションを提供します。 以下の値を指定します。
- キー列: キーと見なされる必要があり、組み合わせキーの一部であるキー列
名を選択します。
注: 組み合わせキーに複数のキー列がある場合、別のキー列を選択する必要
があります。 選択されたキー列が重複している場合、Netezza Performance
Server はエラー・メッセージを表示し、「更新」は完了しません。
- ユニーク・キー列: ユニーク・キーとして列を選択します。 ユニーク・キー
列は、「日付/時刻」または「タイム・スタンプ」または「シーケンス番号」
(int / bigint) 列でなければなりません。 すべてのレコードの入力データ・セ
ットに固有値を指定する必要があります。 ユニーク・キー列は、組み合わ
第 2 章 Netezza Enterprise ステージ
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せキーの一部である必要はなく、組み合わせキーのキー列のいずれをもユニ
ーク・キーとして選択する必要はありません。 ユニーク・キー列に値を指
定しなければなりません。 しかし、
APT_NZ_UNIQUE_KEY_NOT_ALLOWED 環境変数を使用して、このオプシ
ョンをオーバーライドできます。 それが設定されると、グラフィカル・ユ
ーザー・インターフェースで指定されたユニーク・キー列は、更新中には考
慮されません。 複合キーの列のみ、Netezza データベースで表を更新中に考
慮されます。
- 更新可能な列: 更新が必要な入力データ・セットの列を選択します。
注: 既にキー列またはユニーク・キー列として選択されている列は選択しな
いでください。
- 一時作業表: 一時作業表名を選択します。 デフォルトで、一時作業表は、
Netezza Performance Server の Netezza Enterprise Edition アップサート・ス
テージによって作成されます。
- 作業表のドロップ: 表および対応する列をドロップするには、「真」を選択
します。 表および対応する列を保持するには、「偽」を選択します。
接続
このカテゴリーでは、次の値を指定します。
v データ・ソース: データ・ソースの名前を指定します。
v データベース: nzload ロード方式を使用する場合、接続先のデータベースの名前
を指定します。 データ・ソースで指定したデータベース名と同じ名前を必ず指定
してください。 そうしないと、データは書き込まれません。 ET ロード方式を
使用する場合は、データベース名は必要ありません。 その理由は、ET ロード方
式の場合、ODBC DataDirect ドライバーを使用するからです。
注: 指定したデータベース詳細が正しくないと、アラートを受け取ります。
v パスワード: データベースに接続するためのパスワードを指定します。
v サーバー: データを Netezza Performance Server にロードするときに使用するサ
ーバーの名前を指定します。
v 別のデータベース内の一時作業表 (TWT): デフォルト値は「偽」です。ターゲッ
ト表のデータベース以外のデータベースにある一時作業表 (TWT) を使用するに
は「真」を選択します。 これらのデータベースは両方とも同じ物理 Netezza サ
ーバーに存在する必要があるので注意してください。
v TWT データベース: 使用する必要がある TWT データベースの名前を指定して
ください。
v ユーザー: データ・ソースに接続するために必要なユーザー名を指定します。
上のフィールドの値を指定するには、下のいずれかの方式を使用できます。
v 方式 1: 「プロパティー」ページの右側で、対応するフィールドに適切な値を入
力します。例えば、「データ・ソース」を選択すると、ページの右側に表示され
る「データ・ソース」フィールドに、必要なデータ・ソース名を直接入力できま
す。
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v 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティー」
ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切なパ
ラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、リスト
から「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダイアログ
を使用して、適切な環境変数を作成してください。
オプション
このカテゴリーでは、次のオプションの値を指定します。
v 列名を切り捨て
v オープン・コマンド
v クローズ・コマンド
v 不一致の列をドロップ
v 区切り文字
v Netezza ロード・オプション
「オプション」カテゴリーには、「クローズ・コマンド」と「列名を切り捨て」フ
ィールドがデフォルトで表示されます。上で説明したその他のプロパティーは、
「プロパティー」ページの右下に表示される「追加可能なプロパティー」リストか
ら追加できます。 上のすべてのオプションについて、下で説明します。
v 列名を切り捨て
これは省略できるフィールドです。 Netezza Enterprise ステージで許可されるサ
イズまで列名を切り捨てる場合は、「真」を選択します。フィールド名の切り捨
てを無効にする場合は、「偽」を選択します。
v オープン・コマンド
これは省略できるフィールドです。 適切なコマンドを単一引用符で囲んで指定し
ます。 このコマンドは、Netezza Enterprise ステージによって構文解析され、ソ
ース表を開く前にすべての処理ノードで実行されます。
「オープン・コマンド」の値を指定するには、下のいずれかの方式を使用できま
す。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「オープン・コマンド」フィー
ルドにコマンドを入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・
パラメーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、
リストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
v クローズ・コマンド
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これは省略できるフィールドです。 適切なコマンドを単一引用符で囲んで指定し
ます。 このコマンドは、Netezza Enterprise ステージによって構文解析され、表
を処理した後にすべての処理ノードで実行されます。
「クローズ・コマンド」の値を指定するには、下のいずれかの方式を使用できま
す。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「クローズ・コマンド」フィー
ルドにコマンドを入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・
パラメーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、
リストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
指定したクローズ・コマンドが失敗すると、致命的エラーが発生します。 こ
のエラーは、$DSHOME の該当のログ・ファイルに記録されます。 ただし、
照会が失敗しても、作成中のジョブの状況は、ログ・ファイル内では OK と表
示されます。 照会が成功したかどうか確認するには、ログ・ファイルを参照
する必要があります。
注: ジョブ処理のログ・ファイルは、$DSHOME 内に置かれます。
v 不一致の列をドロップ
これは省略できるフィールドです。追加先として選択した表の列に一致しない列
をすべて Netezza Enterprise ステージでドロップする場合は、「真」を選択しま
す。 不一致の列がドロップされても、ユーザーはアラート・メッセージを受け取
りません。 デフォルト値は「偽」です。 このデフォルト値を保存した場合は、
実行時にアラート・メッセージを受け取り、ジョブは終了します。
v 区切り文字
フィールド値または列の区切り文字をこのフィールドに指定します。 このフィー
ルドには、必ず ASCII 文字を指定してください。 デフォルトの区切り文字は、
@ です。 スペース ( ) とハイフン (-) を除く任意の ASCII 文字を使用できま
す。 ハイフンは、日付/時刻/タイム・スタンプ用の区切り文字として既に使用さ
れています。
区切り文字を指定するには、下のいずれかの方式を使用できます。
– 方式 1: 「プロパティー」ページの右側にある「区切り文字」フィールドに適
切な ASCII 文字を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティ
ー」ページの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・
パラメーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、
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リストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
注: ET ロード方式を選択すると、Netezza Enterprise ステージは、実行するオ
ペレーションごとに外部表を作成します。 これらの表が見つからないと、エ
ラーがログ・ファイルに記録され、ステージは見つからない表をドロップしよ
うとします。 ただし、エラーが発生しても、ジョブの作成は続行できます。
区切り文字は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース内に維持されて、
後方互換性をサポートします。
v Netezza ロード・オプション: このオプションを使用して、ET または nzload ロ
ード方式に対してデフォルトでは言及されていないロード・オプションを指定し
ます。 ロード・オプションは、nzload ユーティリティーまたは ET に直接渡さ
れます。
注: 「ロード方式 = nzload」の場合、以下のロード・オプションは使用しないで
ください。
– -u
– -pw
– -db
– -df
– -1f
– -bf
– -t
– -delim
– -escapeChar
– -boolStyle
– -encoding
– -nullValue
– -maxErrors
「ロード方式 = ET」の場合、以下のロード・オプションは使用しないでくださ
い。
– remotesource
– delimiter
– ignorezero
– ctrlchars
– escapechar
– logDir
– boolStyle
– encoding
– nullValue
次の表に、Netezza Enterprise ステージのプロパティーを要約します。
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表 4. ターゲット・プロパティー
プロパティー

選択可能な値

デフォルト

必須 ?

ロード方式

v nzload

N/A

はい

v ET
表

N/A

N/A

はい

書き込みモード

v 追加

追加

はい

v 作成
v 置換
v 切り捨て
更新モード

「更新モード = 更新/ 真
更新してから挿入」
の場合:

はい

v ユニーク・キー列
v キー列
v 更新可能な列
v 一時作業表
v 作業表のドロップ
「更新モード = 削除/
削除してから挿入」
の場合:
v キー列
v 一時作業表
v 作業表のドロップ

表 5. 接続プロパティー
プロパティー

選択可能な値

デフォルト

必須 ?

データ・ソース

N/A

N/A

はい

データベース

N/A

N/A

v 「ロード方式」=
「nzload」の場合
は、はい
v 「ロード方式」=
「ET」の場合は、
いいえ

パスワード

N/A

N/A

はい

サーバー

N/A

N/A

はい

別のデータベース内
の一時作業表 (TWT)

真/偽

偽

v はい (作業表のド
ロップ = 真の場
合)
v いいえ (作業表の
ドロップ = 偽の場
合)
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TWT データベース

N/A

N/A

はい

ユーザー

N/A

N/A

はい
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表 6. オプション・プロパティー
プロパティー

選択可能な値

デフォルト

必須 ?

列名を切り捨て

v 真

偽

いいえ

v 偽
クローズ・コマンド

N/A

N/A

いいえ

不一致の列をドロッ
プ

真、偽

偽

いいえ

CREATE ステートメ
ント

N/A

N/A

いいえ

オープン・コマンド

N/A

N/A

いいえ

区切り文字

N/A

@

いいえ

N/A

いいえ

Netezza ロード・オプ N/A
ション

入力データのパーティション情報の指定:
このタスクについて
「パーティション」タブを使用して、入力データをデータベースに書き込む前にそ
のデータをパーティション化する方法を指定します。
入力データの列定義の指定:
このタスクについて
「列」タブを使用して、入力データの書き込み先の表の列定義を指定します。
入力リンクのバッファリング設定の指定:
このタスクについて
「詳細」タブを使用して、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更し
ます。

Netezza Enterprise ステージの属性の設定
Netezza Enterprise ステージを処理するためには属性を設定する必要があります。

このタスクについて
「ステージ」タブを選択して、ステージの全般的な情報を指定します。 ステージに
適切な属性を設定する作業には、以下が含まれます。
v Netezza Enterprise ステージの説明の指定
v Netezza Enterprise ステージの実行方法の指定
v Netezza Enterprise ステージの文字セット・マップの指定
以下のセクションで、上の各タスクを詳細に説明します。
Netezza Enterprise ステージの説明の指定
この機能はオプションです。 「全般」タブを使用して、Netezza Enterprise ステー
ジの説明を入力します。

第 2 章 Netezza Enterprise ステージ

23

Netezza Enterprise ステージの実行方法の指定
Netezza Enterprise ステージの実行方法を指定するには、「詳細」タブを使用して、
次の項目を適切にセットアップする必要があります。
v 実行モード: Netezza Enterprise ステージは、パラレル・モードまたは順次モード
で実行するようセットアップできます。 パラレル・モードの場合、ロード対象の
データは、構成ファイルで指定された使用可能なノードにより、「詳細」タブを
使用して指定されたノード制約に従って処理されます。 デフォルトで、Netezza
Enterprise ステージは、パラレル・モードで稼働します。
順次モードの場合は、コンダクター・ノードが、ロード対象のデータを処理しま
す。
v 結合可能モード: 「結合可能モード」には、デフォルトで「自動」が設定されま
す。 「自動」モードを使用すると、Netezza Enterprise ステージは、パラレル・
ステージの基礎にあるその他さまざまなステージを結合して、Netezza Enterprise
ステージでそれらのステージがサポートされる場合に、そのようなパラレル・ス
テージを同一プロセスで実行できるようにします。
v 構成ファイル: このオプションを使用して、適切な構成ファイルを選択してセッ
トアップします。 構成ファイルをセットアップするには、次のオプションを設定
する必要があります。
– 「ノード・プールとリソースの制約」。 指定したノード・プールとリソー
ス・プールにパラレル実行を制限する場合、このオプションを選択します。
– 「ノード・マップの制約」。 定義されているノード・マップのノードにパラ
レル実行を制限する場合、このオプションを選択します。 ノード・マップ
は、「ノード・マップの制約」フィールドにノード番号を直接入力することで
定義できます。別の方法は、「...」(参照) ボタンをクリックして、「使用可能
なノード...」ウィンドウでノードを選択し、リストから適切なノードを選択し
ます。
Netezza Enterprise ステージの文字セット・マップの指定
「NLS マップ」タブは、システムで NLS (各国語サポート) が有効な場合のみ、
「ステージ」ページに表示されます。 「NLS マップ」を使用して、Netezza
Enterprise ステージの文字セット・マップを定義します。 文字セット・マップを定
義するには、下のいずれかの方式を使用できます。
v 方式 1: 「マップ名」フィールドに適切なマップ名を入力します。
v 方式 2: 使用可能なマップがある場合、「マップ名」リストから適切なマップを
選択します。
v 方式 3: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」
ページの右側にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切なパ
ラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、リスト
から「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダイアログ
を使用して、適切な環境変数を作成してください。
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方式 2 を使用すると、現在使用中のプロジェクトまたはジョブに設定されてい
る、デフォルトの文字セット・マップはオーバーライドされます。

Netezza Enterprise ステージを使用したデータの Netezza
Performance Server からの読み取り
Netezza Enterprise ステージを使用して、Netezza Performance Server からデータを読
み取ります。

このタスクについて
ジョブを作成してから、Netezza Enterprise ステージおよびその出力リンクに適切な
プロパティーを設定します。

出力リンクの属性のセットアップ
「出力」ページで出力リンクの属性をセットアップします。

このタスクについて
Netezza Enterprise ステージには、データを 1 つの表に読み取る出力リンクが 1 つ
あります。
IBM InfoSphere DataStage パレットで「Netezza Enterprise ステージ」アイコンをダ
ブルクリックすると、ダイアログが表示されます。 このダイアログには、「ステー
ジ」と「出力」の 2 つのタブが表示されます。デフォルトでは、「出力」タブが使
用可能になり、このタブには「出力」ページが表示されます。
「出力」ページを使用して、Netezza Performance Server からデータがどのように読
み取られるかを制御する属性を設定します。 出力リンクをセットアップするため、
次のタスクを実行します。
v Netezza Enterprise ステージの説明の指定
v Netezza Enterprise ステージのプロパティーのセットアップ
v 出力データの列定義の指定
v 出力リンクのバッファリング設定の指定
Netezza Enterprise ステージの説明の指定:
このタスクについて
「出力」ページの「全般」タブを使用して、出力リンクの説明を指定します。 この
機能はオプションです。
Netezza Enterprise ステージのプロパティーのセットアップ:
このタスクについて
「出力」ページでは、「プロパティー」タブがデフォルトで使用可能になります。
「プロパティー」タブの下には、「ソース」、「接続」、および「オプション」の
3 つのカテゴリーに分かれたプロパティーのリストがあります。 プロパティーを編
集するには、リストからプロパティーを選択します。 選択したプロパティーに関す
る情報が、プロパティー・リストの横のフィールドに表示されます。
ログ・ファイル
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25

データベース操作時に発生するエラーを把握し、それらの操作が成功したか失敗し
たかを知るには、ログ・ファイルの検証が必要 です。 ログ・ファイルを容易に見
つけることができるように、外部表方式と nzload 方式のそれぞれのログ・ファイル
の命名規則を以下に示します。
v Netezza エラー・ログ・ファイルは、優先順位の順序で定義された
APT_NETEZZA_LOAD_FILES または APT_TMPDIR 環境変数に基づくディレク
トリーに書き込まれます。 デフォルトでは、エラー・ログ・ファイルは、
Netezza Performance Server の .../tmp ディレクトリーに書き込まれます。 外部表
ロード方式のログ・ファイルの名前は、以下のとおりです。
– NZORCH.<timestamp >_<partition number>.<database name>.nzlog および
– NZORCH.<timestamp >_<partition number>.<database name>.nzbad
ソース
このカテゴリーでは、次のオプションの値を指定します。
v 読み取り方式
v 表
これらのプロパティーについて、詳細を示します。
v 読み取り方式
データの読み取り方式を指定します。 「表」ユーティリティー、自動生成の
SQL ステートメント、またはユーザー定義 SQL ステートメントを使用できま
す。デフォルトは「表」です。
v 表
そこからデータを読み取る表の名前を指定します。
– 「プロパティー」ページの右側にある「表」フィールドに表名を入力します。
– ジョブ・パラメーターとして値を挿入します。 「プロパティー」ページの右
端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメーターの
挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、
リストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアン
トを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用できる、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
接続
このカテゴリーでは、次の値を指定します。
v データ・ソース: データ・ソースの名前を指定します。
v データベース: 接続先のデータベースの名前を指定します。 データ・ソースで指
定したデータベース名と同じ名前を指定する必要があります。 そうしないと、デ
ータは読み取られません。
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v パスワード: データベースに接続するためのパスワードを指定します。
v サーバー: Netezza Performance Server にデータを抽出するときに使用するサーバ
ーの名前を指定します。
v ユーザー: データ・ソースに接続するために必要なユーザー名を指定します。
上のフィールドの値を指定するには、下のいずれかの方式を使用できます。
v 「プロパティー」ページの右側で、対応するフィールドに適切な値を入力しま
す。例えば、「データ・ソース」を選択すると、ページの右側に表示される「デ
ータ・ソース」フィールドに、必要なデータ・ソース名を直接入力できます。
v 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティー」ページの
右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメーターの
挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切なパ
ラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、リスト
から「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダイアログ
を使用して、適切な環境変数を作成してください。
オプション
以下のオプション・プロパティーへ値を指定します。
v オープン・コマンド
v クローズ・コマンド
v 区切り文字
v オープン・コマンド
適切なコマンドを単一引用符で囲んで指定します。 このコマンドは、Netezza
Enterprise ステージによって構文解析され、ソース表を開く前にすべての処理ノー
ドで実行されます。
「オープン・コマンド」の値を指定するには、下のいずれかの方式を使用できま
す。
– 「プロパティー」ページの右側にある「オープン・コマンド」フィールドにコ
マンドを入力します。
– 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティー」ペー
ジの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメー
ターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、
リストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダ
イアログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
v クローズ・コマンド
適切なコマンドを単一引用符で囲んで指定します。 このコマンドは、Netezza
Enterprise ステージによって構文解析され、表を処理した後にすべての処理ノード
で実行されます。
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「クローズ・コマンド」の値を指定するには、下のいずれかの方式を使用できま
す。
– 「プロパティー」ページの右側にある「クローズ・コマンド」フィールドにコ
マンドを入力します。
– 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティー」ペー
ジの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメー
ターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、リ
ストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダイ
アログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
指定したクローズ・コマンドが失敗すると、リカバリー不能エラーが発生しま
す。このエラーは、$DSHOME の該当のログ・ファイルに記録されます。 た
だし、照会が失敗しても、作成中のジョブの状況は、ログ・ファイル内では
OK と表示されます。 照会が成功したかどうか確認するには、ログ・ファイル
を参照する必要があります。
v 区切り文字
フィールド値または列の区切り文字として使用する ASCII 文字を指定します。
デフォルトの区切り文字は、@ です。 スペース ( ) とハイフン (-) を除く任意
の ASCII 文字を使用できます。
区切り文字を指定するには、下のいずれかの方式を使用できます。
– 「プロパティー」ページの右側にある「区切り文字」フィールドに必要な
ASCII 文字を入力します。
– 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。 「プロパティー」ペー
ジの右端にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメー
ターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切な
パラメーターを選択します。ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、リ
ストから「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダイ
アログを使用して、適切な環境変数を作成してください。
注: 区切り文字は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース内に維持され
て、後方互換性をサポートします。
出力データの列定義の指定:
このタスクについて
「列」タブを使用して、出力データの読み取り先の表の列定義を指定します。
出力リンクのバッファリング設定の指定:
このタスクについて
「詳細」タブを使用して、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更し
ます。
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Netezza Enterprise ステージの属性の設定:
Netezza Enterprise ステージを処理するためには属性を設定する必要があります。
このタスクについて
「ステージ」タブを選択して、ステージの全般的な情報を指定します。 ステージに
適切な属性を設定する作業には、以下が含まれます。
v Netezza Enterprise ステージの説明の指定
v Netezza Enterprise ステージの実行方法の指定
v Netezza Enterprise ステージの文字セット・マップの指定
以下のセクションで、上の各タスクを詳細に説明します。
Netezza Enterprise ステージの説明の指定
この機能はオプションです。 「全般」タブを使用して、Netezza Enterprise ステー
ジの説明を入力します。
Netezza Enterprise ステージの実行方法の指定
Netezza Enterprise ステージの実行方法を指定するには、「詳細」タブを使用して、
次の項目を適切にセットアップする必要があります。
v 実行モード: Netezza Enterprise ステージは、パラレル・モードまたは順次モード
で実行するようセットアップできます。 パラレル・モードの場合、ロード対象の
データは、構成ファイルで指定された使用可能なノードにより、「詳細」タブを
使用して指定されたノード制約に従って処理されます。 デフォルトで、Netezza
Enterprise ステージは、パラレル・モードで稼働します。
順次モードの場合は、コンダクター・ノードが、ロード対象のデータを処理しま
す。
v 結合可能モード: 「結合可能モード」には、デフォルトで「自動」が設定されま
す。 「自動」モードを使用すると、Netezza Enterprise ステージは、パラレル・
ステージの基礎にあるその他さまざまなステージを結合して、Netezza Enterprise
ステージでそれらのステージがサポートされる場合に、そのようなパラレル・ス
テージを同一プロセスで実行できるようにします。
v 構成ファイル: このオプションを使用して、適切な構成ファイルを選択してセッ
トアップします。 構成ファイルをセットアップするには、次のオプションを設定
する必要があります。
– 「ノード・プールとリソースの制約」。 指定したノード・プールとリソー
ス・プールにパラレル実行を制限する場合、このオプションを選択します。
– 「ノード・マップの制約」。 定義されているノード・マップのノードにパラ
レル実行を制限する場合、このオプションを選択します。 ノード・マップ
は、「ノード・マップの制約」フィールドにノード番号を直接入力することで
定義できます。別の方法は、「...」(参照) ボタンをクリックして、「使用可能
なノード...」ウィンドウでノードを選択し、リストから適切なノードを選択し
ます。
Netezza Enterprise ステージの文字セット・マップの指定
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「NLS マップ」タブは、システムで NLS (各国語サポート) が有効な場合のみ、
「ステージ」ページに表示されます。 「NLS マップ」を使用して、Netezza
Enterprise ステージの文字セット・マップを定義します。 文字セット・マップを定
義するには、下のいずれかの方式を使用できます。
v 方式 1: 「マップ名」フィールドに適切なマップ名を入力します。
v 方式 2: 使用可能なマップがある場合、「マップ名」リストから適切なマップを
選択します。
v 方式 3: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティー」
ページの右側にあるポインター・ボタンをクリックしてから、「ジョブ・パラメ
ーターの挿入」を選択します。
使用可能なジョブ・パラメーターのリストが表示されるので、そこから適切なパ
ラメーターを選択します。 ジョブの新規パラメーターを作成する場合は、リスト
から「新規...」をクリックし、表示される「ジョブ・プロパティー」ダイアログ
を使用して、適切な環境変数を作成してください。
方式 2 を使用すると、現在使用中のプロジェクトまたはジョブに設定されてい
る、デフォルトの文字セット・マップはオーバーライドされます。

Netezza Enterprise ステージ用のデータ・タイプ
Netezza Enterprise ステージは、読み取り、書き込み、更新/アップサートの処理とし
て以下のデータ・タイプをサポートします。

読み取りデータ・タイプ
Netezza Performance Server、ODBC、および Orchestrate 同等がサポートする、さま
ざまな Netezza 読み取りステージ・データ・タイプがあります。
表 7. Netezza 読み取りステージ・データ・タイプ
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Netezza SQL タイプ

ODBC SQL タイプ

Orchestrate データ・タイプ

INTEGER

SQLINT4

Int32

BIGINT

SQLINT8

Int64

SMALLINT

SQLINT2

Int16

NUMERIC

SQLNumeric (p, s)

decimal (p, s)

Decimal

SQLDECIMAL

decimal (p, s)

Real

SQLFLT4

decimal (p, s)

Double

SQLFLT8

decimal (p, s)

Char (n)

SQLCHARACTER (n)

string (n)

Varchar (n)

SQLCHARACTER (n)

string (max=n)

Nchar (n)

SQLNCHAR

ustring (n)

Nvarchar (n)

SQLNCHAR

ustring (max=n)

Date

SQLCHARACTER

Date

Time

SQLCHARACTER

Time

Timestamp

SQLCHARACTER

Timestamp (n)

BOOLEAN

SQLCHAR (1)

char (1)
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書き込みデータ・タイプ
Netezza Performance Server、ODBC、および Orchestrate 同等がサポートする
Netezza 書き込みステージ・データ・タイプがあります。
表 8. Netezza 書き込みステージ・データ・タイプ
Netezza SQL タイプ

ODBC SQL タイプ

Orchestrate データ・タイプ

INTEGER

SQLINT4

Int32

BIGINT

SQLINT8

Int64

SMALLINT

SQLINT2

Int16

NUMERIC

SQLNumeric (p, s)

decimal (p, s)

Decimal

SQLDECIMAL

decimal (p, s)

Real

SQLFLT4

decimal (p, s)

Double

SQLFLT8

decimal (p, s)

Char (n)

SQLCHARACTER (n)

string (n)

Varchar (n)

SQLCHARACTER (n)

string (max=n)

Nchar (n)

SQLNCHAR

ustring (n)

Nvarchar (n)

SQLNCHAR

ustring (max=n)

Date

SQLCHARACTER

Date

Time

SQLCHARACTER

Time

Timestamp

SQLCHARACTER

Timestamp (n)

データ・タイプの更新/アップサート
Netezza Update ステージは、さまざまな Netezza SQL データ・タイプ (INTEGER
や BIGINT など) をサポートします。
次の表は、Netezza Performance Server、ODBC、および Orchestrate のデータ・タイ
プ間の 1 対 1 マッピングを要約しています。
表 9. Netezza データ・タイプの更新/アップサート
Netezza SQL タイプ

ODBC SQL タイプ

Orchestrate データ・タイプ

INTEGER

SQLINT4

Int32

BIGINT

SQLINT8

Int64

SMALLINT

SQLINT2

Int16

NUMERIC

SQLNumeric (p, s)

decimal (p, s)

Decimal

SQLDECIMAL

decimal (p, s)

Real

SQLFLT4

decimal (p, s)

Double

SQLFLT8

decimal (p, s)

Char (n)

SQLCHARACTER (n)

string (n)

Varchar (n)

SQLCHARACTER (n)

string (max=n)

Nchar (n)

SQLNCHAR

ustring (n)

Nvarchar (n)

SQLNCHAR

ustring (max=n)

Date

SQLCHARACTER

Date

Time

SQLCHARACTER

Time

Timestamp

SQLCHARACTER

Timestamp (n)
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表 9. Netezza データ・タイプの更新/アップサート (続き)
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Netezza SQL タイプ

ODBC SQL タイプ

Orchestrate データ・タイプ

Text

SQLText

N/A
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第 3 章 Netezza Connector
Netezza Connector を使用すると、IBM InfoSphere Information Server ツールは、
Netezza データベースに接続したり、データベースのメタデータを InfoSphere
Information Server のメタデータ・リポジトリーにインポートしたり、データベース
内のデータにアクセスしたりすることができます。 このコネクターは、ジョブのデ
ザイン時に Netezza データを処理する 1 つの方法を提供します。
Netezza Connector を使用して以下のことを行うことができます。
v Netezza データベース表に対してデータの読み取り、書き込み、およびルックア
ップを行う。
v 表の作成、ドロップ、および切り捨てを行う。
v ノーマル・ルックアップ処理およびスパース・ルックアップ処理を実行する。
v 以下のメタデータをジョブにインポートする。
– 表および列の定義
–

Netezza データベースのリスト

– 表
– ビュー
– データベース別名
v すべての Netezza データ・タイプ (間隔タイプを除く) を処理する。
v 各国語データを処理する。

Netezza Connector の使用によるジョブのデザイン
IBM Netezza Connector を使用すると、データの読み取り、書き込み、ロードを行う
ジョブや、あるジョブのコンポーネントを別のジョブで再利用できるようにするた
めにリポジトリーに保管するようなジョブを開発することができます。

始める前に
Netezza データベースに接続するためのユーザー名に、ジョブで必要なアクションを
実行する正当な権限および特権があることを確認してください。

手順
1. Netezza ソースから メタデータのインポート を行います。
2. Netezza Connector のジョブを定義します。
3. Netezza 表からデータを読み取るように Netezza Connector ステージをセットア
ップするには、次のようにします。
a. Netezza Connector をソースとして構成します。
b. 出力リンク上の列定義をセットアップします。
c. データの読み取りの使用法プロパティーを定義します。
d. オプション: データのパーティション化方法を定義します。
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4. Netezza 表にデータを書き込むように Netezza Connector ステージをセットアッ
プするには、次のようにします。
a. Netezza Connector をターゲットとして構成します。
b. 出力リンク上の列定義をセットアップします (まだ出力リンクに列定義が指
定されていない場合)。
c. データの書き込みの使用法プロパティーを定義します。
d. オプション: データのパーティション化方法を定義します。
5. 参照リンクを使用してデータをルックアップします。
6. ジョブをコンパイルして、実行します。

Netezza メタデータのインポート
Netezza Connector を使用してデータの読み取り、書き込み、またはルックアップを
行う前に、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、Netezza データ・ソース
の表およびビューを表すメタデータをインポートすることができます。インポート
されたメタデータは、メタデータ・リポジトリーに保存されます。

始める前に
v 必要に応じて Linux および UNIX 上または Windows 上の Netezza データベー
スへのアクセスを構成します。
v 以下のデータベース・オブジェクトに対して SELECT 特権があることを確認しま
す。
– _T_ATTRIBUTE
– _T_CONSTRAINT
– _T_CONST_REFATTR
– _T_CONST_RELATTR
– _T_DESCRIPTION
– _T_OBJECT
– _V_DATABASE
– _V_OBJ_RELATION
– _V_RELATION_COLUMN
– _V_SYNONYM
– _V_VIEW

このタスクについて
Netezza Connector を使用して、以下のタイプの資産に関するメタデータをインポー
トすることができます。
v Netezza データベースが置かれているホスト・コンピューター。
v データベース。
v データベース・スキーマ。
v データベース表、システム表、およびビュー。インポートされた表はすべて、デ
ータベース表としてメタデータ・リポジトリーに保管されます。
v データベース列。
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手順
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートします。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポートについて詳
しくは、IBM Knowledge Center にあるオンライン製品資料、または IBM
InfoSphere Information Server 共通メタデータ管理ガイドを参照してください。

Netezza ID
Netezza Connector では、ID は、さまざまな表名プロパティーで入力される表名、
または手動で入力された SQL ステートメントで参照される表名を表します。 ま
た、ID は表の列も表します。
Netezza は ID の命名に関する SQL 1999 定義をサポートします。ID の最大長は
128 バイトです。 ID には次の 2 つのタイプがあります。
v 正規
v 区切り
Netezza Connector は、表名プロパティーとユーザー定義ステートメントの両方にお
いて、正規 ID と区切り ID を両方ともサポートします。

正規 ID
正規 ID は大/小文字の区別がなく、データベースには大文字で保管されます。 正
規 ID の先頭文字は英字でなければなりません。先頭文字に数字、下線、およびド
ル記号を使用することはできません。 また、SQL 予約語を正規 ID に使用するこ
とはできません。 Netezza カタログのエンコードは UTF-8 です。表示用のエンコ
ードはクライアントによって異なります。正規 ID に使用できるのは以下の文字の
みです。
v 英字 (ラテン文字のアルファベットだけでなく、どの言語のアルファベットも可)
v 音節文字 (日本語の五十音図に含まれる文字など)
v 表意文字
v 10 進数字
v 下線
v ドル記号

区切り ID
区切り ID は二重引用符で囲まれ、特に考慮する点があります。 大/小文字の区別
があります。 Netezza システムは、区切り ID をシステムのデフォルトの大/小文字
に変換しません。また、区切り ID を囲んでいる二重引用符をデータベースに保存
しません。 二重引用符で囲んだ区切り ID は、正規 ID と同じ英字、音節文字、表
意文字、10 進数字、および下線を含むことができますが、スペース、ハイフンやパ
ーセント記号などの特殊文字、および SQL 予約語も含むことができます。 区切り
ID は英字、数字、または記号で始まることができます。

データベース・オブジェクトの参照
Netezza は 2 段階および 3 段階の命名をサポートします。
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2 段階の命名は、同じデータベース内のオブジェクトを参照する場合に使用されま
す。 例えば、schema.object-name などです。
3 段階の命名は、同じ物理 Netezza サーバーにある別のデータベース内のオブジェ
クトを参照する場合に使用されます。 例えば、database-name.schema.object-name
などです。
省略表記の 3 段階形式もサポートされます。 例えば、database-name..objectname などです。この場合は、スキーマ名が暗黙指定になっていて、現在のスキーマ
名に設定されます。
注: クロスデータベース・アクセスは読み取りの場合にのみサポートされます。
Netezza では、別のデータベースにある表の変更はサポートされていません。

サポートされる文字エンコード
InfoSphere DataStage 各国語サポート (NLS) により、Unicode 文字セットを使用し
て各国言語のデータを処理することが可能になります。 ターゲット・コンピュータ
ーのオペレーティング・システムで、サポートされる文字エンコードが使用される
ことを確認します。
Netezza サーバーは、次の 2 つの文字エンコードをサポートします。
v Latin-9 – CHAR および VARCHAR
v UTF-8 – NCHAR および NVARCHAR
これを構成することはできません。 データがパイプまたはファイルを通じて送信あ
るいは受信されるときは、同じエンコードが使用されます。

Netezza Connector ジョブの定義
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して、
Netezza Connector でジョブを定義します。

手順
1. Designer Client で、メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」または「サーバー・ジョブ」アイ
コンを選択し、「OK」をクリックします。
3. 「パレット」メニュー内のデザイナー・クライアントの左側で、「データベー
ス」カテゴリーを選択します。
4. 使用可能データベースのリストから「Netezza Connector」を見つけ、下矢印を
クリックして使用可能なステージを表示します。
5. 「Netezza Connector」ステージ・アイコンをジョブ・デザイン・キャンバスに
ドラッグします。
6. 以下の属性を入力または変更します。
v Netezza Connector ステージまたはリンクの名前: コネクターまたはリンクの
デフォルト名を変更します。 最大 255 文字まで入力できます。 あるいは、
ジョブ・デザイン・キャンバスでステージまたはリンクの名前を変更すること
もできます。
v 説明: ステージまたはリンクの説明を入力します。これはオプションです。
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7. 「保存」をクリックします。

次のタスク
Netezza Connector をソースとして使用するようにプロパティーを定義します。

データの読み取り
Netezza Connector を使用して Netezza 表からデータを読み取るには、ソースとして
データを処理するように Netezza Connector を構成する必要があります。 Netezza
Connector は、SQL ステートメントを実行し、結果をゼロ個以上の行のセットとし
て返します。 コネクターは、ソースとして、外部の Netezza データ・ソースからデ
ータを抽出したり読み取ったりします。
次の図は、Netezza Connector を使用してデータを読み取る例を示しています。 こ
の場合、Netezza Connector Netezza_Connector_1 は、Netezza サーバーからデータ
を読み取り、Sequential File ステージがデータを Sequential_File_3 ファイルに書き
込みます。データを読み取るように Netezza Connector を構成したときは、ただ 1
つの出力リンクとして DSoutputLink を作成します。この出力リンクは、下図で、
Netezza_Connector_1 から Sequential_File_3 に行を転送するリンクとして示されて
います。

図 1. データ読み取りの例

ソースとしての Netezza Connector の構成:
ソースとしてデータを処理するように Netezza Connector を構成することにより、
Netezza Connector ステージを使用してデータを読み取ることができます。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」ステージ・アイコン
をダブルクリックします。
2. 「出力」タブをクリックし、編集する出力リンクを選択します。 出力リンクを
編集することによって、Netezza Connector ステージをソースとしてセットアッ
プしています。
3. 「プロパティー」タブを選択します。
4. 「接続」セクションで、接続の作成に使用する「データ・ソース」、「データベ
ース」、「ユーザー名」、および「パスワード」を指定します。
5. 「保存」をクリックして、指定した接続設定を保存します。
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列定義のセットアップ:
列定義は、読み取り処理用も書き込み処理用も、同様の方法でセットアップできま
す。 また、列グリッドのカスタマイズ、後で使用するための列定義の保存、およ
び、リポジトリーからの事前定義済み列定義のロードを行うこともできます。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンをダブルク
リックします。
2. ステージ・エディターで、出力タブまたは入力タブのいずれかを選択します。
3. 「列」タブで、定義するメタデータを指定するために列グリッドを変更します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。 次に、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセル内をダブル
クリックし、列名を入力します。
2. その行の各セルについて、そのセル内を
ダブルクリックし、必要なオプションを
選択します。
3. 「説明」列で、該当するセル内をダブル
クリックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウで、列
メタデータを入力します。

5. 複数列の間でメタデータを共有する場合は、メタデータを共有する列を選択しま
す。
a. 右クリックして、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力してから、「OK」をクリッ
クします。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択してから「OK」をクリッ
クします。
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b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。 「OK」をクリックしま
す。
データを読み取るためのプロパティーの定義:
使用法プロパティーを定義することによって、データの読み取り時に Netezza
Connector がジョブでどのように振る舞うかを構成する必要があります。
始める前に
データベース接続を (ソースとして) Netezza Connector 用に構成する必要がありま
す。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンをダブルク
リックします。
2. 「出力」タブをクリックし、編集する出力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「使用法」セクションの「プロパティー」タブで、このコネクターがジョブでど
のように振る舞うかを指定します。
a. 「SQL を生成」フィールドで、実行時に SQL ステートメントが生成される
ようにするかどうかを指定します。
b. 「表」フィールドで、読み取る表を指定します。
c. DDL ステートメントおよび DML ステートメントの全オブジェクト名の大/
小文字を保持する場合は、「識別子を引用符で囲む」フィールドに「はい」
を指定します。 デフォルトは「いいえ」です。
d. 「BEFORE または AFTER SQL」フィールドで、SQL ステートメントをデ
ータ処理の前に実行するか、それとも後に実行するかを指定します。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。
Netezza Connector のための並列読み取り用のデータのパーティション化:
並列読み取りを実行するように Netezza Connector を構成する必要があります。コ
ネクターは、デフォルトで順次で実行されます。並列読み取りとは、データがサブ
セットに分割されているときに、異なる処理ノードでデータを並行して読み取るこ
とです。 Netezza Connector は、モジュラスのパーティション化をサポートしてい
ます。モジュラスのパーティション化では、特殊な Netezza 列「datasliceid」に対す
るモジュラス式を WHERE 節に追加することによって、行を処理ノード間で分散し
ます。パーティション構成および論理ノードについて詳しくは、「パラレル・ジョ
ブ開発者ガイド」を参照してください。
このタスクについて
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンをダブルク
リックします。
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2. 「リンク」ドロップダウン・リストから参照リンク (ノーマル・ルックアップ専
用) を選択してから「ルックアップ・タイプ」に「通常」を選択するか、または
並列読み取り用に構成したい出力リンクを選択します。
3. 「パーティション読み取りを有効にする」を「はい」に設定します。
4. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
このジョブが実行されると、SELECT ステートメント内の WHERE 節が変更され
て、各処理ノードで読み取られる行のサブセットが返されます。
例
4 つの処理ノードがある場合、個々の処理ノードの SELECT ステートメントは、次
のように表示されます。
SELECT
SELECT
SELECT
SELECT

col1,
col1,
col1,
col1,

col2
col2
col2
col2

FROM
FROM
FROM
FROM

table
table
table
table

WHERE
WHERE
WHERE
WHERE

mod(datasliceid,4)=0
mod(datasliceid,4)=1
mod(datasliceid,4)=2
mod(datasliceid,4)=3

ユーザー定義 SQL を使用し、コネクターが並列読み取りを行う場合、ユーザーが
適切なパーティション化をする必要があります。このプロセスを支援するために、
コネクターは、実行時に実際の値で置換される次の 2 つのプレースホルダーを定義
します。
プレースホルダー

説明

順次で実行する場合の値

[[node-count]]

処理ノードの総数。このプレースホ 1
ルダーは、Netezza Connector ステー
ジの並列処理レベルを表し、処理ノ
ード数に相当します。

[[node-number]]

0 から始まる現在の処理ノードのイ
ンデックス。例えば、4 つの処理ノ
ードがある場合、処理ノードのイン
デックスは、0、1、2、3 です。

0

プレースホルダーを使用して SQL ステートメント内にパーティション節を作成す
ることができます。以下に例を示します。
SELECT * FROM table WHERE mod(datasliceid,[[node-count]])=[[node-number]]

[[node-count]] は、処理ノードの総数で置換され、[[node-number]] は、0 から始ま
る現在の処理ノードのインデックスで置換されます。
注: 「datasliceid」列は、個々の表に固有の特殊な Netezza 列であり、ビューに自動
的に含まれません。必要な場合は、ビューの照会の選択リストに明示的に追加する
必要があります。
ノーマル・ルックアップ処理の構成:
データベース・ステージで読み取られたデータは、Lookup ステージへの参照データ
として使用することができます。 デフォルトでは、他のすべての参照リンクと同じ
ように、この参照データはメモリーにロードされます。 ノーマル・ルックアップ処
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理を実行すると、Netezza Connector がすべてのレコードを取得し、Lookup ステー
ジでそれらのレコードを処理できるようにします。
始める前に
最初にルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。 また、Lookup ステー
ジの入力ステージと Lookup ステージの出力ステージで使用する列を定義する必要
もあります。
手順
1. Netezza Connector ステージをダブルクリックして「リンク・プロパティー」ウ
ィンドウを開きます。
2. 「ルックアップ・タイプ」ドロップダウン・リストから、「ノーマル」を選択し
ます。
3. 「列」タブをクリックし、コネクターが接続されているデータベースから取り出
して使用する列を定義します。
4. 「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 「接続」セクションで、接続プロパティーの定義とテストを行います。
b. 「使用法」セクションで、自動生成 SQL ステートメントとユーザー定義
SQL ステートメントのどちらを使用するかを指定することができます。
「SQL を生成」を「はい」または「いいえ」と指定します。
v 「SQL を生成」を「はい」と指定した場合は、「表名」を指定してから、
Lookup ステージで「列」タブの「キー」列を選択します。 「キー」列を
指定するには、必要な列を 1 次リンクから参照リンクにドラッグします。
この構成はスパース・ルックアップ処理で取り出されるレコード数とは対
照的に、多くのレコードが取り出されることを意味します。
v 「SQL を生成」を「いいえ」と指定した場合は、Lookup ステージで
「列」タブの「キー」列を選択します。 「キー」列を指定するには、必要
な列を 1 次リンクから参照リンクにドラッグします。「Select ステートメ
ント」プロパティーを指定します。 「Select ステートメント」プロパティ
ーで SELECT ステートメントを入力します。使用する形式は select *
from table_name です。この構成はスパース・ルックアップ処理で取り出
されるレコード数とは対照的に、多くのレコードが取り出されることを意
味します。
c. オプション: 「プロパティー」タブで、その他のプロパティーを構成します。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。
6. 入力リンクを出力リンクにマップするには、Lookup ステージをダブルクリック
してステージ・エディターを開きます。
a. 列を入力リンクから出力リンクにドラッグまたはコピーして、出力リンクに
列を追加します。
b. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
c. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して、「OK」をクリックしま
す。 「リジェクト」を選択する場合は、これらのレコードを取り込むため
に、ジョブ構成にリジェクト・リンクおよびターゲット・ステージがなけれ
ばなりません。
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7. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルし、そして実行します。
スパース・ルックアップ処理の構成:
データベース・ステージで読み取られたデータは、Lookup ステージへの参照データ
として使用することができます。 デフォルトでは、他のすべての参照リンクと同じ
ように、この参照データはメモリーにロードされます。 Lookup ステージへの参照
リンクとして直接接続するように Netezza Connector を構成した場合、Netezza
Connector の「ルックアップ・タイプ」プロパティーを「スパース」に構成し、個々
の SQL ステートメントをルックアップ・テーブルの入力行ごとにデータベースに
送信することができます。
始める前に
ルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。
このタスクについて
データベース表で、ステージへの入力行数が参照行数に比べて著しく少ない (1:100
以上) 場合は、スパース・ルックアップ処理を実行するように Netezza Connector を
構成することで、個々の SQL ステートメントをルックアップ・テーブルの入力行
ごとにデータベースに送信することができます。ルックアップ処理ジョブでは、コ
ネクターはまず入力ステージからレコードを受け取り、次いで外部リソースに対し
てルックアップ処理を直接実行します。 その後、コネクターは出力レコードを生成
します。
スパース・ルックアップ方式はパラレル・ジョブでしか使用できません。
手順
1. Netezza Connector ステージをダブルクリックしてリンク・プロパティー・ウィ
ンドウを開きます。
2. 「ルックアップ・タイプ」ドロップダウン・リストを選択し、「スパース」を選
択します。
3. 「列」タブをクリックし、コネクターが接続されているデータベースから取り出
して使用する列を定義します。
4. 「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 「接続」セクションで、接続プロパティーの定義とテストを行います。
b. 「使用法」セクションで、自動生成 SQL ステートメントとユーザー定義
SQL ステートメントのどちらを使用するかを指定することができます。
「SQL を生成」を「はい」または「いいえ」と指定します。
v 「SQL を生成」を「はい」と指定した場合は、「列」タブで「表名」およ
び「キー」列の詳細を指定します。
v 「SQL を生成」を「いいえ」と指定した場合は、「Select ステートメン
ト」プロパティーを指定します。 SELECT ステートメントの選択部分に
は、ジョブに返す列をリストします。通常、このリストは、「列」タブの
列と一致します。このリストが列と一致しない場合、必要な動作を実行す
るには、「入力」ページの「プロパティー」タブで適切な「スキーマ調
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整」プロパティーを選択する必要があります。次の構文は、SELECT ステ
ートメントの最初の部分の例です。select Field001,Field002,Field003
c. 「プロパティー」タブで「表名」を指定し、次に、ルックアップを実行する
WHERE 節を指定します。 WHERE 節の後に続くキー列は、語
ORCHESTRATE を含み、列名の先頭にピリオドが付いていなければなりませ
ん。 ORCHESTRATE は、ORCHESTRATE.Field001 のように、大文字または小
文字のどちらにすることもできます。 次の SELECT ステートメントは、
WHERE 節の正しい構文の例です。select Field001,Field002,Field003
from MY_TABLE where ORCHESTRATE.Field001 = Field001 ORCHESTRATE キ
ーワードの後に続く列名は、「列」タブの列名と一致している必要がありま
す。 このリストが列と一致しない場合、必要な動作を実行するには、「入
力」ページの「プロパティー」タブで適切な「スキーマ調整」プロパティー
を選択する必要があります。
d. オプション: 「プロパティー」タブで、その他のプロパティーを構成します。
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。
6. 入力リンクを出力リンクにマップするには、Lookup ステージをダブルクリック
してステージ・エディターを開きます。
a. 列を入力リンクから出力リンクにドラッグまたはコピーして、出力リンクに
列を追加します。
b. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
c. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して、「OK」をクリックしま
す。 「リジェクト」を選択する場合は、これらのレコードを取り込むため
に、ジョブ構成にリジェクト・リンクおよびターゲット・ステージがなけれ
ばなりません。
7. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルし、そして実行します。

データの書き込み
Netezza Connector を使用して Netezza 表にデータを書き込むには、ターゲットとし
てデータを処理するように Netezza Connector を構成します。 Netezza Connector
は、SQL ステートメントを実行し、外部 Netezza データ・ソースに接続し、必要に
応じてデータを挿入、更新、または削除します。
次の図は、Netezza Connector を使用してデータを書き込む例を示しています。 こ
の場合は、Sequential File ステージがファイル Sequential_File_1 からデータを読み
取り、次いで Netezza Connector ステージが必要に応じて、Netezza データベースに
対してデータを挿入したり、更新したり、削除したりします。
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図 2. データ書き込みの例

ターゲットとしての Netezza Connector の構成:
ターゲットとしてデータを処理するように Netezza Connector を構成することによ
り、Netezza Connector ステージを使用してデータを書き込むことができます。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」ステージ・アイコン
をダブルクリックします。
2. 「入力」タブをクリックし、編集する入力リンクを選択します。 入力リンクを
編集することによって、Netezza Connector ステージをターゲットとして構成し
ています。
3. 「プロパティー」タブを選択します。
4. 「接続」セクションで、接続の作成に使用する「データ・ソース」、「データベ
ース」、「ユーザー名」、および「パスワード」を指定します。
5. 「TWT に別の接続を使用」を指定して、別の接続を使用し、かつ一時作業表
(TWT) と外部表 (ET) を別のデータベースに入れるかどうかを指示します。
6. 「保存」をクリックして、指定した接続設定を保存します。
列定義のセットアップ:
列定義は、読み取り処理用も書き込み処理用も、同様の方法でセットアップできま
す。 また、列グリッドのカスタマイズ、後で使用するための列定義の保存、およ
び、リポジトリーからの事前定義済み列定義のロードを行うこともできます。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンをダブルク
リックします。
2. ステージ・エディターで、出力タブまたは入力タブのいずれかを選択します。
3. 「列」タブで、定義するメタデータを指定するために列グリッドを変更します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。 次に、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
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オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセル内をダブル
クリックし、列名を入力します。
2. その行の各セルについて、そのセル内を
ダブルクリックし、必要なオプションを
選択します。
3. 「説明」列で、該当するセル内をダブル
クリックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウで、列
メタデータを入力します。

5. 複数列の間でメタデータを共有する場合は、メタデータを共有する列を選択しま
す。
a. 右クリックして、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力してから、「OK」をクリッ
クします。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択してから「OK」をクリッ
クします。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。 「OK」をクリックしま
す。
重複行の処理の構成:
Netezza Connector は、入力データに含まれている重複をフィルタリングし、ターゲ
ット表に存在しない行のみを挿入することによって、重複を処理します。重複行の
有無を確認するようにコネクターを構成することもできます。コネクターは、追加
の SQL ロジックを使用して重複行を検出します。
このタスクについて
コネクターは、キー値別に行をグループ化し、行 ID 列の値に基づいてそれらの行
を順序付けします。最近追加した行には、より高い行 ID が付いています。キーの
組み合わせごとに行がランク付けされた後、コネクターは、組み合わせの 1 つを選
択し、残りをフィルタリングします。「ユニーク・キー列を使用」が「はい」に設
定されている場合、コネクターは、行 ID の代わりに指定された列を使用します。
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手順
1. コネクター・ステージのアイコンをダブルクリックして、コネクター・プロパテ
ィーを開きます。
2. 「入力」タブを選択します。
3. 「プロパティー」タブを選択します。
4. 「書き込みモード」のオプションを指定します。
5. 「重複行を確認」オプションを「はい」に設定します。
6. 「重複行アクション」オプションを「フィルター」に設定します。 コネクター
は、個々のキーの組み合わせで 1 行のみを保持し、残りをフィルタリングしま
す。このオプションを「失敗」に設定した場合、重複が検出されると、ジョブは
失敗します。
タスクの結果
次の表は、重複行の処理を有効にした場合の異なる書き込みモードでのコネクター
の動作を要約しています。
書き込みモード

動作

挿入

個々のキーの組み合わせで最初の行を選択
し、残りは無視します。キーがターゲット表
に存在しない場合は、選択された行を挿入し
ます。それ以外の場合、アクションはとりま
せん。

更新

個々のキーの組み合わせで最後の行を選択
し、残りは無視します。一致する行がターゲ
ット表に存在する場合は、選択した行がター
ゲット表を更新するために使用されます。そ
れ以外の場合、アクションはとりません。

削除

動作は変わりません。一致するすべての行が
削除されます。

更新してから挿入

更新: 個々のキーの組み合わせで最後の行
を選択し、残りは無視します。一致する
行がターゲット表に存在する場合は、選
択した行がターゲット表を更新するため
に使用されます。それ以外の場合、アク
ションはとりません。
挿入: 個々のキーの組み合わせで最後の行
を選択し、残りは無視します。キーがタ
ーゲット表に存在しない場合は、選択さ
れた行を挿入します。それ以外の場合、
アクションはとりません。

削除してから挿入

削除: 動作は変わりません。一致するすべ
ての行が削除されます。
挿入: 個々のキーの組み合わせで最後の行
を選択し、残りは無視します。選択され
た行をターゲット表に挿入します。
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書き込みモード

動作

アクション列

入力行をグループに分けて、アクション列の
値およびその他の要素に基づいて、異なる
SQL ステートメントで実行します。個々の行
を元の入力順序で 1 行ずつ適用した場合と
結果が同一であることを確認します。

レコードの順序付けの構成:
Netezza Connector は、デフォルトで、明示的な順序付けをせずにターゲット表にレ
コードを挿入します。レコードの順序付けプロパティーを使用可能にすることによ
って、1 つ以上の順序列を指定することができます。
このタスクについて
レコードの順序付けオプションは、「挿入」、「更新してから挿入」、「削除して
から挿入」、および「アクション列」の書き込みモードで使用可能です。レコード
の処理オプションを使用可能にすると、TWT からターゲット表にレコードが挿入さ
れる前に、レコードがソートされます。
手順
1. コネクター・ステージのアイコンをダブルクリックして、コネクター・プロパ
ティーを開きます。
2. 「入力」タブを選択します。
3. 「プロパティー」タブを選択します。
4. 「書き込みモード」のオプションを指定します。
5. 「挿入」書き込みモードを選択した場合は、「直接挿入」オプションを「いい
え」に設定します。
6. 「レコードの順序付けを使用可能にする」 オプションを「はい」に設定しま
す。
7. 「列名」プロパティーを選択し、「列の選択」ボタンをクリックして、第 1 順
序キー列の名前を指定します。 「第 1 キー」プロパティーが自動的に有効に
なります。このプロパティーは必須です。
8. リストから希望する列を選択します。
注: このオプションを使用するには、リンクで少なくとも 1 つの列を定義する
必要があります。
9. オプション: 「キー [1]」を右クリックし、「プロパティー値の追加」を選択し
てから、追加のキー列を指定します。
10. キーを削除するには、「キー [n]」プロパティー (n は削除するキーのインデッ
クス) を右クリックし、「プロパティー値の削除」を選択します。
データを書き込むためのプロパティーの定義:
データの書き込み時に Netezza Connector がジョブでどのように振る舞うかを構成
する必要があります。
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始める前に
データベース接続を (ターゲットとして) Netezza Connector 用に構成する必要があ
ります。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンをダブルク
リックします。
2. 「入力」タブをクリックし、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「使用法」セクションの「プロパティー」タブで、このコネクターがジョブでど
のように振る舞うかを指定します。
a. 「書き込みモード」を指定します。
b. 「表名」フィールドで、データの書き込み用の SQL ステートメントに使用
される宛先表の名前を指定します。 このプロパティーは必須です。「作成」
または「置換」表アクションを使用して、実行時に表を作成することができ
ます。 表名は、データ定義言語 (DDL) ステートメントの生成に使用されま
す。 実行時に DDL ステートメントを生成するためには、「実行時に作成/
ドロップ/切り捨てステートメントを生成」プロパティーを「はい」に指定す
る必要があります。 ユーザー定義 DDL ステートメントを使用するために
は、「実行時に作成/ドロップ/切り捨てステートメントを生成」プロパティー
を「いいえ」に指定する必要があります。
c. 「SQL を生成」フィールドで、実行時に SQL ステートメントが生成される
ようにするかどうかを指定します。
d. DDL ステートメントおよび DML ステートメントの全オブジェクト名の大/
小文字を保持する場合は、「識別子を引用符で囲む」フィールドに「はい」
を指定します。 デフォルトは「いいえ」です。
e. 「SQL」フィールドで、該当する SQL ステートメントを指定します。
f. 「表のアクション」フィールドで、表を作成する方法や、既存の宛先表で行
を編集または挿入する方法を指定します。
g. 「BEFORE または AFTER SQL」フィールドで、SQL ステートメントをデ
ータ処理の前に実行するか、それとも後に実行するかを指定します。
5. 「OK」をクリックします。

書き込み処理のためのデータのパーティション化:
入力データが Netezza データベースに書き込まれる前に入力データをどのようにパ
ーティション化または収集するかを指定することができます。 また、書き込む前に
データをソートするように指定することもできます。
始める前に
パーティション・タイプまたはコレクション・タイプの使用可能性は、Netezza
Connector ジョブをパラレル・モードまたは順次モードのどちらで実行するようデザ
インされているかによって決まります。
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v Netezza Connector ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合
は、「パーティション・タイプ」リストが使用可能です。 リストから方式を選択
した場合は、選択した方式が現在のパーティション方式をオーバーライドしま
す。
v Netezza Connector ステージを順次モードで実行するように設定し、かつ先行ステ
ージをパラレル・モードで実行するように設定した場合は、「コレクション・タ
イプ」リストが使用可能です。
手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンをダブルク
リックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「パーティション」タブをクリックします。
4. 「パーティション・タイプ/コレクション・タイプ」リストからパーティション・
タイプを選択します。 書き込むデータに適用するパーティション方式またはコ
レクション方式のタイプを選択します。 「パーティション・タイプ」リストの
横にある「プロパティー」アイコンをクリックして、必要なデータベース、イン
スタンス、および表を指定してください。
5. 「OK」をクリックします。
別のデータベースにある一時作業表を使用したアップサート処理:
Netezza Connector は、一時作業表 (TWT) を別のデータベースに保持する機能をサ
ポートします。 アップサート処理を実行する場合、Netezza Connector は、SQL ス
テートメントを実行する前に、一時作業表 (TWT) を使用して入力データを収集し
ます。
一時作業表を別のデータベースに入れておくと、保守とスペース管理が容易になり
ます。 Netezza には、別のデータベースにある表の変更を防止する制限があるた
め、コネクターは、外部表を使用しているとき、一時作業表への書き込みには別の
接続を使用します。 この機能は、入力接続プロパティー「TWT に別の接続を使
用」を「はい」に指定して、パラメーターを構成すると、アクティブになります。
この機能が有効になっていると、コネクターは別の接続を確立し、その接続を使用
してデータを TWT に書き込みます。
アップサート処理
アップサート処理 (更新、削除、挿入してから更新、更新してから挿入、または削
除してから挿入) を実行する場合、コネクターは、SQL ステートメントを実行する
前に、一時作業表 (TWT) を使用して入力データを収集します。 TWT を使用する
と、アップサート・ステートメントを実行したときに予想どおりの結果が確実に得
られます。データをフィードする処理ノードが複数あるときに特にそうです。次の
図はアップサート処理を説明したものです。
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Netezza Connector

Netezza サーバー
データベース 2

データベース 1

メイン・スレッド
*+,き
パイプ



SQL スレッド
プレイヤー・プロセス

INSERT の:;

./0
コンダクター・プロセス

ターゲット


UPSERT の:;

図 3. アップサート処理

コネクターは、1 つのスレッドで入力データ (キーおよび更新列) をパイプに書き込
み、もう 1 つのスレッドで INSERT ステートメント (TWT に挿入) を実行しま
す。次に例を示します。
INSERT INTO TemporaryWorkTable SELECT * FROM ExternalTable

コネクターは、処理ノードごとに 1 つの名前付きパイプと 1 つの外部表を作成し
ます。 処理ノードの数は、APT 構成ファイルで定義される論理ノードの数によっ
て決定されます。次に、コネクターは、名前付きパイプを開き、別のスレッドで
INSERT ステートメントの実行を開始します。このスレッドは、すべてのデータが
処理されるまでブロックされます。 コネクターは、処理ノードの数とは関係なく
TWT を 1 つだけ作成します。 その後、コネクターは入力データをパイプに書き込
みます。 入力データがなくなると、コネクターはパイプを閉じます。これによっ
て、INSERT ステートメントが完了し、コネクターがトランザクションをコミット
します。 すべての処理ノードが TWT への挿入を完了すると、コネクターはコンダ
クター・プロセスからアップサート・ステートメントを実行します。

参照リンクを使用したデータのルックアップ
IBM Netezza Connector を使用して、Netezza 表からデータを直接ルックアップする
ことができます。それには、参照リンクを使用して、Netezza Connector ステージを
Lookup ステージにリンクします。 Lookup ステージは処理ステージです。 このス
テージは、データを出力できる他のパラレル・ジョブ・ステージからメモリーに読
み取られたデータ・セットに対してルックアップ処理を実行する場合に使用されま
す。 各参照リンクに条件を指定し、条件が満たされた場合のみ、その参照リンクで
ステージがルックアップを実行するように設定できます。

このタスクについて
参照リンクは、表のルックアップ処理を表します。 参照リンクは、Lookup ステー
ジへの入力リンクおよび他のタイプのステージ (例えば Netezza Connector ステージ
など) からの出力リンクとして使用できます。
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Netezza Connector」アイコンと「Lookup
ステージ」アイコンをジョブ・デザイン・キャンバスにドラッグします。
(「Lookup ステージ」は、「パレット」メニューの「処理」カテゴリーにありま
す。)
2. Netezza Connector ステージから Lookup ステージにリンクをドラッグすること
によって、これらのステージを結合します。
3. リンクを右クリックして、メニューから「参照に変換」を選択します。 直線が
破線に変わり、このリンクが参照リンクであることを示します。
4. 「Netezza Connector」アイコンをダブルクリックして、Netezza Connector ステ
ージ・エディターを開きます。
5. ステージ・エディターで、そのステージのデータベース接続情報を定義して、そ
の後で、参照リンクの読み取り処理を定義します。 終了したら、「OK」をクリ
ックします。
6. ルックアップ・タイプには、「通常」または「スパース」を選択します。
7. 「Lookup ステージ」アイコンをダブルクリックして、Lookup ステージ・エデ
ィターを開きます。
8. 「Lookup ステージ」のルックアップ処理を定義します。 エディターの左のペ
インに入力リンクが示され、右のペインに出力リンクが示されます。 これらの
リンクのメタデータが、このペインの下に表示されます。 1 次リンクからのソ
ース・データ・セットの各レコードに対して、Lookup ステージは参照リンクに
よってアタッチされた各ルックアップ・テーブルでテーブル・ルックアップを実
行します。 テーブル・ルックアップは、各表に 1 セットあるルックアップ・キ
ー列のセットの値に基づいています。
9. 「OK」をクリックします。

デザイン時にコネクターで SQL ステートメントを生成
SQL ステートメントのプロパティーでデザイン時に SQL ステートメントを生成す
るようにコネクターを構成できます。

始める前に
ソースまたはターゲットとしてコネクターを含むジョブを作成します。

このタスクについて
SQL ステートメント・テキストの生成は、ビルド・リストに「SQL ステートメント
の生成」オプションがあるステートメント・プロパティーについてのみ可能です。
注: 状況によっては、コネクターが、SQL ステートメントを生成するために接続を
必要とする場合があります。ユーザー名とパスワードが指定されていないときに接
続が必要な場合、ASB エージェント・サービスを実行しているユーザーを使用し
て、接続が行われます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクターをダブルクリックして、ステージ・エディタ
ーを開きます。
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2. ナビゲーターで、作成するジョブのタイプに応じて、出力リンクまたは入力リン
クをクリックします。
3. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定します。
4. 「表名」プロパティーに、SQL ステートメントの表の名前を入力します。
5. ターゲット・コンテキスト (入力リンク) のジョブの場合、「書き込みモード」
プロパティーで生成するステートメントのタイプを選択します。
6. 「列」ページで、SQL ステートメントで使用する列を定義します。
7. 「プロパティー」タブをクリックします。
8. ステートメント・プロパティーに関連付けられた「ビルド」ボタンをクリック
し、リストから「SQL ステートメントの生成」を選択します。
注: 「SQL ステートメントの生成」オプションは、そのコネクターがデザイン時
に生成をサポートしているステートメントについてのみ使用可能になります。コ
ネクターが、ジョブ実行中の実行時の SQL 生成のみをサポートする場合もあり
ます。
9. 「OK」をクリックして、ジョブを保存します。

デザイン時にコネクターで SQL ステートメントを検証
SQL ステートメントを生成または作成した後、ジョブ・デザインの間にステートメ
ントを検証することができます。

このタスクについて
SQL ステートメント・テキストの検証は、ビルド・リストに「SQL の検証」オプシ
ョンがあるステートメント・プロパティーについてのみ可能です。
注: 状況によっては、コネクターが、SQL ステートメントを検証するために接続を
必要とする場合があります。ユーザー名とパスワードが指定されていないときに接
続が必要な場合、ASB エージェント・サービスを実行しているユーザーを使用し
て、接続が行われます。

手順
1. ジョブを保存します。
2. ステートメント・プロパティーに関連付けられた「ビルド」ボタンをクリック
し、 「SQL の検証」を選択します。 「SQL の検証」オプションは、ステートメ
ント・プロパティーに値が含まれる場合にのみ有効で、ターゲット RDBMS が
検証をサポートするステートメントについてのみこのオプションが使用可能にな
ります。

タスクの結果
コネクターは、サポートする RDBMS でステートメントを準備することによって、
SQL ステートメントを検証します。 SQL にエラーが含まれる場合、エラー・メッ
セージが表示されます。

データ・タイプ変換
IBM InfoSphere DataStage は、Netezza SQL データ・タイプと異なる SQL デー
タ・タイプのセットをサポートします。
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Netezza Connector を通じてメタデータをインポートしたり、Netezza Connector を使
用してデータを読み取ったりすると、Netezza Connector ステージは Netezza デー
タ・タイプを InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。 反対に、Netezza
Connector を通じてデータをターゲット Netezza 表に書き込むと、InfoSphere
DataStage データ・タイプは Netezza データ・タイプに変換されます。
Netezza から DataStage へのデータ・タイプ変換:
データの読み取り時に、Netezza Connector ステージは Netezza データ・タイプを
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。
同様に、メタデータが Netezza Connector を通じてインポートされた後も、Netezza
データ・タイプが IBM InfoSphere DataStage データ・タイプに変換されます。 次
の表は、Netezza データ・タイプと InfoSphere DataStage データ・タイプの間のマッ
ピング・ルールを示しています。
表 10. Netezza データ・タイプおよび同等な InfoSphere DataStage データ・タイプ
Netezza データ・タイプ

InfoSphere DataStage データ・タイプ (SQL
タイプ)

BYTEINT

TinyInt

SMALLINT

SmallInt

INT

Integer

BIGINT

BigInt

NUMERIC(p, s)

Numeric

FLOAT(p)

Float

REAL

Real

DOUBLE PRECISION

Double

CHAR(n)

Char

VARCHAR(n)

VarChar

NCHAR(n)

NChar

NVARCHAR(n)

NVarChar

BOOLEAN

Bit

DATE

Date

TIME

Time

TIME WITH TIME ZONE
注: タイム・ゾーン付きの時刻は、タイム・
ゾーン情報なしで返されます。

VarChar

TIMESTAMP

TimeStamp

INTERVAL
注: 間隔データ・タイプを外部表からロード
することはできません。

VarChar

ROWID

BigInt

TRANSACTION ID

BigInt

DATASLICE

Integer
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メタデータのインポート時に「XML 列は LOB」オプションを選択することで、
XML データ・タイプを LOB としてインポートできます。 XML 列は、
string、ustring、LOB データ・タイプのいずれかに対応させることができます。
DataStage から Netezza へのデータ・タイプ変換:
Netezza Connector ステージでは、データを書き込む際、InfoSphere DataStage デー
タ・タイプを Netezza データ・タイプに変換します。
場合によっては、InfoSphere DataStage データ・タイプから Netezza データ・タイプ
への正確な変換が存在しないことがあります。
次の表は、InfoSphere DataStage データ・タイプと Netezza データ・タイプとの間の
マッピング・ルールを示しています。
表 11. InfoSphere DataStage データ・タイプおよび同等な Netezza データ・タイプ
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InfoSphere DataStage データ・タイプ (SQL
タイプ)

Netezza データ・タイプ

Bit

BOOLEAN または BOOL

Char

CHAR(64000)、CHAR(n)、NCHAR(16000)
、NCHAR(n)

VarChar

VARCHAR(64000)、VARCHAR(n)
、NVARCHAR(16000)、 NVARCHAR(n)

LongVarChar

VARCHAR(64000)、VARCHAR(n)
、NVARCHAR(16000)、 NVARCHAR(n)

NChar

NCHAR(16000)、NCHAR(n)

NVarChar

NVARCHAR(16000)、NVARCHAR(n)

LongNVarChar

NVARCHAR(16000)、NVARCHAR(n)

Binary

非サポート

VarBinary

非サポート

LongVarBinary

非サポート

Decimal

NUMERIC(p)、NUMERIC(p, s)

Double

DOUBLE PRECISION または FLOAT(15)

Float

REAL または FLOAT(6)、FLOAT(p)

Real

REAL または FLOAT(6)

TinyInt

BYTEINT

SmallInt

SMALLINT

Integer

INT

BigInt

BIGINT

Numeric

NUMBER(38,0)、NUMBER(p,
0)、NUMBER(38, s)、NUMBER(p, s)

Date

DATE

Time

TIME (常にマイクロ秒を含む)

Timestamp

TIMESTAMP (常にマイクロ秒を含む)

不明

VARCHAR(64000)

接続ガイド: Netezza Performance Server 編

Netezza Connector ジョブのコンパイルと実行
Netezza Connector ジョブをコンパイルして実行可能スクリプトを生成します。生成
された実行可能スクリプトは、スケジュールに入れて実行することができます。

手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage Designer クライアントで、コンパイルす
るジョブを開きます。
2. 「コンパイル」ボタンをクリックします。
3. 「コンパイル状況」領域にエラーが表示された場合は、ジョブを編集してエラー
を解決してください。 エラーを解決したら、「リコンパイル」ボタンをクリッ
クします。
4. ジョブのコンパイルが正常に終了したときは、「実行」ボタンをクリックし、ジ
ョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 「検証」ボタンをクリックすると、データの抽出、変換、あるいは書き込み
を実際には行わずに、ジョブが正常に実行されるかを検証できます。
c. 「実行」ボタンをクリックして、データの抽出、変換、および書き込みを行
います。
5. ジョブの検証または実行の結果を表示するには、次のようにします。
a. Designer Client で、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を選択して、
Director Clientを開きます。
b. 「状況」列で、ジョブが正常に検証されたこと、または正常に完了したこと
を確認します。
c. ジョブあるいは検証が失敗した場合は、「表示」 > 「ログ」を選択して、実
行時の問題を確認してください。
6. ジョブに実行時の問題がある場合は、ジョブが正常に完了するまで、問題の修
正、リコンパイル、検証 (オプション)、およびジョブの実行を繰り返してくださ
い。

トラブルシューティング
Netezza Connector を使用しているときに、エラーが発生する可能性があります。こ
れらのエラーは、トラブルシューティングを行って、プロパティーまたは構成の値
を調整することによって、解決できます。
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接続エラー
次のような接続エラーが発生する可能性があります。
表 12. 接続エラー
エラー・タイプ エラー詳細

トラブルシューティングの詳細

ODBC ドライ Netezza Connector の DataStage ジョ
バーをロードで ブの実行中、メタデータのインポー
ト・ウィザードの実行中、またはデ
きません
ータ参照の実行中に次のエラーが発
生する可能性があります。DSN NZSQL
を使用し、ユーザー testuser を指
定してデータベース testdb に接続
しようとして失敗しました。理由:
[SQLCODE=IM003][Native=0]
[DataDirect][ODBC lib] Specified
driver could not be loaded

Windows 64 ビット・システムでの
エラーの場合:

エラーの理由は以下である可能性が
あります。
v Windows 64 ビット版の場合 –
Netezza ドライバーの 64 ビット
版がインストールされている。
Information Server は、Windows
で 32 ビット・アプリケーション
なので、これでは機能しません。
v UNIX で、ライブラリー検索パス
が正しく設定されていない。

1. 32 ビット・ドライバーと 64 ビ
ット・ドライバーの両方がインス
トールされていることを確認して
ください。
2. 32 ビット版のデータ・ソース
(ODBC) を使用して DSN を定義
していることを確認してくださ
い。Odbcad32.exe ファイルの 32
ビット版は、
%systemdrive%¥Windows¥SysWoW64
フォルダーに配置されています。
Windows 64 ビット版での DSN
関連の問題に関する詳細について
は、次の記事を参照してくださ
い。http://support.microsoft.com/kb/
942976
UNIX システムでのエラーの場合
は、Netezza ODBC ドライバー・デ
ィレクトリー (<nz-odbc-home>/
lib64) を PATH 検索環境変数に含
めます。
AIX システムで、ライブラリー検索
パスを適切に設定した後もエラーが
発生する場合は、Netezza ODBC ド
ライバー・ディレクトリー
(<nz-odbc-home>/lib64) に移動し、
次のシンボリック・リンクを作成す
る必要があります。(セットアップに
よっては、root 特権が必要である場
合があります。)
cd <nz-odbc-home>/lib64
ln -s libnzodbc.a libnzodbc.so
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表 12. 接続エラー (続き)
エラー・タイプ エラー詳細

トラブルシューティングの詳細

データ・ソース Netezza Connector の DataStage ジョ
名 (DSN) が間 ブの実行中、メタデータのインポー
ト・ウィザードの実行中、またはデ
違っています
ータ参照の実行中に次のエラーが発
生する可能性があります。DSN NZSQL
を使用し、ユーザー testuser を指
定してデータベース testdb に接続
しようとして失敗しました。理由:
[SQLCODE=IM002][Native=0]
[DataDirect][ODBC lib] Data
source name not found and no
default driver specified

Windows システムでエラーが発生し
た場合は、データ・ソース (ODBC)
を開始し、DSN 名を確認してくださ
い。MDI およびデータ参照について
は、ASB エージェント・サービスが
実行されているアカウントを確認し
てください。ASB エージェント・サ
ービスがシステム・アカウントで実
行されている場合、DSN 名はシステ
ム DSN として定義されている必要
があります。それ以外の場合は、シ
ステム DSN とユーザー DSN の両
方を使用できます。InfoSphere
DataStage ジョブは、システム DSN
とユーザー DSN の両方にアクセス
できます。

UNIX システムでは、
NZ_ODBC_INI_PATH が正しく設定
されていないと、次のエラーが発生
する可能性があります。DSN NZSQL
を使用し、ユーザー testuser を指
定してデータベース testdb に接続
しようとして失敗しました。 理由:
[SQLCODE=HY000][Native=33] サーバ
ー属性またはポート属性、あるいは
その両方が空です

ユーザー名また Netezza Connector の DataStage ジョ
はパスワードの ブの実行中、メタデータのインポー
問題
ト・ウィザードの実行中、またはデ
ータ参照の実行中に次のエラーが発
生する可能性があります。DSN NZSQL
を使用し、ユーザー testuser を指
定してデータベース testdb に接続
しようとして失敗しました。理由:
[SQLCODE=28000][Native=24] ユーザ
ー「testuser1」のパスワード認証が
失敗しました

UNIX システムでエラーが発生した
場合、DSN の大/小文字が一致して
いることを確認する必要がありま
す。また、環境変数 ODBCINI およ
び NZ_ODBC_INI_PATH が正しく設
定されていることを確認してくださ
い。ODBCINI は、正しい odbc.ini
ファイルを指している必要がありま
す。NZ_ODBC_INI_PATH は、正し
い odbc.ini ファイルが配置されて
いるディレクトリーに設定されてい
る必要があります。
ジョブ/MDI ウィザードにユーザ名
とパスワードの組み合わせが正しく
入力されていることを確認してくだ
さい。また、指定されたユーザー
が、選択されたデータベースに接続
するための適切な特権を持っている
ことを確認してください。
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表 12. 接続エラー (続き)
エラー・タイプ エラー詳細

トラブルシューティングの詳細

ファイアウォー Netezza サーバーがファイアウォー
ルの問題
ルの裏にあり、Netezza Connector の
ジョブ、メタデータのインポート・
ウィザード、またはデータ参照を実
行する前に認証を行っていない場
合、次のエラーが発生する可能性が
あります。DSN NZSQL を使用し、ユ
ーザー testuser を指定してデータ
ベース testdb に接続しようとして
失敗しました。理由:
[SQLCODE=HY000][Native=0]
[DataDirect][ODBC lib] Unicode
converter truncated character

Netezza Connector のジョブ、メタデ
ータのインポート・ウィザード、ま
たはデータ参照を実行する前にファ
イアウォールの認証を行ってくださ
い。

実行時のエラー
Netezza Connector が、Netezza サーバーに正常に接続された後、次のエラーが発生
する可能性があります。
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表 13. 実行時のエラー
エラー・タイ
プ

エラー詳細

トラブルシューティングの詳細

余分なリンク列のエラーは、ジョブ
が、ターゲット表または一時作業表
Netezza Connector のジョブの実 に存在しない列を参照している場合
行中に次のエラーが発生する可能 に発生します。ジョブと表に同一の
列が存在することを確認するか、コ
性があります。入力リンク列
col2 が表 test_table で見つか ネクターが余分な列をドロップする
ように、コネクターのプロパティー
りませんでした。
を次のように設定してください。
2. 余分な表列
「スキーマ調整」→「アンマッチのリ
Netezza Connector のジョブの実 ンク列アクション」を「ドロップ」
行中に次のエラーが発生する可能 に設定します。
性があります。表 test_table か
らの列 COL2 が入力リンク・スキ 余分な表列のエラーは、ターゲット
表または一時作業表に含まれている
ーマで見つかりませんでした
1 つ以上の列がリンク・スキーマで
見つからなかった場合に発生しま
す。ジョブと表に同一の列が存在す
ることを確認するか、コネクターの
プロパティーを次のように設定し
て、コネクターが余分な列を無視す
るように指示する必要があります。
「スキーマ調整」→「アンマッチ表の
列アクション」を「NULL 可能性を
無視」または「すべて無視」に設定
します。余分な列が NULL 可能で
ない場合またはデフォルト値を持た
ない場合は、ジョブが再度失敗する
可能性があります。

スキーマ調整
の問題

1. 余分なリンク列

一時作業表
(TWT) が別の
データベース
内にあります

別のデータベースにある一時作業表
を使用した場合、次のエラーが発生
して Netezza Connector のジョブが
失敗する可能性があります。
表 twttable が
見つかりませんでした。

完全修飾名が与えられている場合、
正しい TWT 名が指定されているこ
と、および名前のすべての部分が正
しいことを確認する必要がありま
す。また、コネクターのプロパティ
ー「TWT に別の接続を使用」が
「はい」に設定されていて、子プロ
パティーが正しい値に設定されてい
ることを確認してください。
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第 4 章 環境変数: Netezza Connector
Netezza Connector ステージは、以下の環境変数を使用します。

CC_GUARDIUM_EVENTS
コネクターが InfoSphere DataStage コンテキスト情報を InfoSphere Guardium デー
タベース・アクティビティー・モニターに報告するかどうかを指定するには、この
環境変数を設定します。
この環境変数の値が設定されると、コネクターは InfoSphere DataStage コンテキス
ト情報 (ホスト、プロジェクト、ジョブ名、ステージ名、および当該ステージが稼
働しているノード ID など) を InfoSphere Guardium データベース・アクティビテ
ィー・モニターに報告します。この環境変数が定義され、かつ何らかの値に設定さ
れると、コネクターは、初期接続が確立された後にコンテキスト情報を Guardium
サーバーに報告します。
この環境変数が未定義であると、コネクターは Guardium サーバーにコンテキスト
情報を報告しようとしません。この環境変数の設定は、ジョブ内のすべてのデータ
ベース・コネクターに適用されます。

CC_IGNORE_TIME_LENGTH_AND_SCALE
パラレル・キャンバス上のコネクターの動作を変更するには、この環境変数を設定
します。
この環境変数が 1 に設定されると、パラレル・エンジンで実行しているコネクター
は、タイム・スタンプ列の指定された長さおよびスケールを無視します。例えば、
この環境変数の値が設定されないときに、タイム・スタンプ列の長さが 26 で、か
つスケールが 6 であると、パラレル・キャンバス上のコネクターは、タイム・スタ
ンプがマイクロ秒の単位まであると見なします。この環境変数の値が 1 に設定され
ると、タイム・スタンプ列の長さが 26 で、かつスケールが 6 であっても、
microseconds 拡張プロパティーが設定されていなければ、パラレル・キャンバス上
のコネクターは、タイム・スタンプがマイクロ秒の単位まであるとは見なしませ
ん。

CC_MSG_LEVEL
コネクターがログ・ファイルで報告するメッセージの最小重大度を指定するには、
この環境変数を設定します。
デフォルト値 3 の場合は、情報メッセージと、それより重大度の高いメッセージが
ログ・ファイルで報告されます。
以下のリストは有効な値を示したものです。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
© Copyright IBM Corp. 2005, 2014

61

v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
v 6 - 致命的

CC_NZ_LOG_LEVEL
コネクターがログ・ファイルで報告するメッセージの最小重大度を指定するには、
この環境変数を設定します。
デフォルト値 3 の場合は、情報メッセージと、それより重大度の高いメッセージが
ログ・ファイルで報告されます。以下のリストは有効な値を示したものです。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
v 6 - 致命的
この変数は、Netezza Connector メッセージにのみ作用するという点を除けば、
CC_MSG_LEVEL 環境変数と同じです。

CC_TRUNCATE_STRING_WITH_NULL
ストリング 0x00 が含まれているストリング・データを切り捨てるには、この環境
変数を設定します。
この環境変数の値が設定され、かつ入力データに NULL 文字が含まれていると、入
力データは 0x00 で切り捨てられ、ストリングの残りの部分は除去されます。この
環境変数は、InfoSphere DataStage タイプが Char、VarChar、および LongVarChar
であるフィールドに適用されます。

CC_TRUNCATE_NSTRING_WITH_NULL
ストリング 0x00 が含まれているストリング・データを切り捨てるには、この環境
変数を設定します。
この環境変数の値が設定され、かつ入力データに NULL 文字が含まれていると、入
力データは 0x00 で切り捨てられ、ストリングの残りの部分は除去されます。

CC_USE_EXTERNAL_SCHEMA_ON_MISMATCH
デザイン・スキーマと外部スキーマが一致しないときにデザイン・スキーマではな
く外部スキーマを使用するには、この環境変数を設定します。
このスキーマは、スキーマ調整のために使用されます。この環境変数の値が設定さ
れても、動作は変わらず、旧バージョンのままです。
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TMPDIR
Netezza Connector が、Linux または UNIX オペレーティング・システム上の
Netezza と通信するために名前付きパイプを作成するディレクトリーを指定するに
は、この環境変数を設定します。
この変数は、すべてのオペレーティング・システム上の Netezza ログ・ファイルの
ディレクトリーも指定します。

第 4 章 環境変数: Netezza Connector
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
IBM Knowledge Center には、製品のアクセシビリティー対応資料が用意されていま
す。IBM Knowledge Center では、ほとんどの Web ブラウザーで表示可能な
XHTML 1.0 形式で資料を提供しています。IBM Knowledge Center では XHTML
を使用しているため、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。
IBM Knowledge Center にある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、こちら
は完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。

© Copyright IBM Corp. 2005, 2014
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付録 C. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



v オプション項目はメインパスの下に表示されます。
 required_item


optional_item

オプション項目がメインパスの上に表示される場合、その項目は構文要素の実行
に影響せず、単に読みやすくするために使用されます。
optional_item
 required_item



v 複数の項目から選択できる場合は、それらの項目を縦に並べて (スタック) 示して
います。
項目の 1 つを選択する必要がある場合は、スタックの 1 つの項目がメインパス
上に示されています。
 required_item

required_choice1
required_choice2



項目から 1 つをオプションで選択できる場合、スタック全体がメインパスよりも
下に示されます。
 required_item


optional_choice1
optional_choice2

項目の 1 つがデフォルトである場合は、その項目はメインパスの上に示され、残
りの選択項目は下に示されます。
default_choice
 required_item


optional_choice1
optional_choice2
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v メインラインの上に、左へ戻る矢印がある場合には、項目を繰り返して指定でき
ることを示しています。

 required_item  repeatable_item



繰り返しの矢印にコンマが含まれている場合は、繰り返し項目をコンマで区切ら
なければなりません。
,
 required_item  repeatable_item



スタックの上の反復矢印は、スタック内の項目を反復できることを示します。
v 構文図が、複数のフラグメントに分かれている場合があります。構文フラグメン
トはメインの構文図とは別に示されますが、フラグメントの内容は、図のメイン
パス上にあるものとして読む必要があります。
 required_item

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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付録 D. 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 14. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/training にアクセスし
てください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。
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付録 E. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
v F1 キーを押します。 F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときなどに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

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

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

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

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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付録 F. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
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IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行
っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の
要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それら
の製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
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います。 お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・
プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 15. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 15. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

［ア行］
Netezza データベース
アップサート処理 14

11

71

オプション 19, 27
オペレーティング・システム/プラットフ
ォーム 9

サポート
お客様

71

参照リンク

50

出力リンク

25

10

パスワード

14

データ・パーティション化の指定 48
プロパティーの定義 48
列定義のセットアップ 38, 44
書き込みステージ 10
書き込みデータ・タイプ 31
書き込み方式 17
各国語サポート (NLS) 36
環境変数
Neteeza Connector 61
環境変数の設定 11
区切り文字 20, 28
クライアント・インターフェース 9
クローズ・コマンド 19, 27
検証
実行 55
更新/削除/アップサート処理 14
構成 41
レコードの順序付け 47
構文
コマンド・ライン 67
コマンド
構文 67
コマンド・ライン構文
規則 67
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18, 27

表 16, 26
不一致の列をドロップ

77
55

列定義のセットアップ
製品資料
アクセス 73

20

プロパティー
定義

ステージ処理
38, 44

製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 65
接続 18, 26
設定、データベースの環境変数の

属性の設定 23, 29
属性のセットアップ

67

77

［ハ行］

設定 4
前提条件 11, 13
ソース 26

［カ行］
概要 7
書き込み処理
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18, 27

コンパイルと実行
ジョブの定義 36

49

外部表 8
外部表 ワークフロー

サーバー

ジョブ

3

インストールおよび構成要件
オープン・コマンド 19, 27
お客様サポート
連絡先

特殊文字
コマンド・ライン構文での

商標
リスト

アクセス

一時作業表

［サ行］

48

別のデータベース内の一時作業表
(TWT) 18

［マ行］
マッピング
データ・タイプ
メタデータ
インポート

34

文字エンコード

15, 25

ソフトウェア・サービス
連絡先 71

［タ行］
ターゲット 16
データ
読み取り 37
データの書き込み 14
データの読み取り 25
データベース 18, 26
データ・ソース 18, 26
作成 1, 3
データ・ソースの 構成 13
データ・タイプ 31
データのインポート 53
データの書き込み 54
データの読み取り 53
データのロード 54
DataStage 53
Netezza 53
デザイン時サービス
デザイン時に SQL ステートメントを
検証 52
デザイン時に SQL ステートメントを
生成 51

53, 54

36

［ヤ行］
ユーザー 18, 27
読み取り処理 14
データ・パーティション化の指定
列定義のセットアップ 38, 44
読み取りステージ 10
読み取りデータ・タイプ 30
読み取り方式 26

39

［ラ行］
ルックアップ処理 50
列定義
セットアップ 38, 44
列名を切り捨て 19
ロード方式 7, 8, 10, 16
ログ・ファイル 15, 25
ログ・ファイルの使用 21

C
CC_NZ_LOG_LEVEL 環境変数

61

D
dsenv スクリプト

4
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L

R

Linux

1

READ

N

T

Netezza

TMPDIR 環境変数

11

TWT データベース

Netezza Connector
アクセス 36
概要

33

ジョブでの使用

処理

55

ソースとしての構成 37
ターゲットとしての構成

Web サイト

構成 3
44

Windows のデータ・ソース

45

作成 3

データの書き込み 43
データのパーティション化
データの読み取り 37
データ・タイプ

18

IBM 以外 69
Window の ODBC ドライバー

42

重複行の処理の構成

61

W

33

ジョブのコンパイルと実行
スパース・ルックアップ

39

53

トラブルシューティング
ノーマル・ルックアップ
読み取り処理

56
41

プロパティーの定義 39
Netezza Enterprise ステージ 7, 10, 11,
13, 14, 15, 23, 25, 29
Netezza Enterprise ステージの実行方法の
指定 24, 29
Netezza Enterprise ステージの説明の指定
23, 29
Netezza Enterprise ステージの文字セッ
ト・マップの指定 24, 29
Netezza ID
区切り ID 35
正規 ID 35
Netezza ODBC ドライバー
構成 1
Netezza Performance Server 7, 9, 11, 14,
25, 30, 31
Netezza Performance Server 8000 7
Netezza Update ステージ 31
Netezza Upsert ステージ 31
Netezza メタデータ
インポート 34
nzload 8
nzload ワークフロー 10

O
ODBC ドライバー
構成 1, 3
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