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第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
データベース接続を構成するには、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、ライブラリー・パス環境変数の中に、これらのインストールされ
たライブラリーへのパスを含める必要があります。ライブラリー・パスの他に、特
定のデータベース・タイプに対して、追加の環境変数をエンジン層コンピューター
に設定する必要があります。

このタスクについて
クライアント・ライブラリーをインストールし、ライブラリー・パス環境変数の中
に、データベース・クライアント・ライブラリーが入っているディレクトリーを含
める必要があります。環境変数の設定について詳しくは、 21 ページの『ライブラリ
ー・パス環境変数の設定』を参照してください。
64 ビット・データベース・クライアント・ソフトウェアのインストール済み環境に
よっては、クライアント・ライブラリーの 32 ビット・バージョンと 64 ビット・
バージョンを含むものがあります。この場合には、エンジン層のインストール済み
環境のビット・レベルに一致したビット・レベルのライブラリーを指すように、ラ
イブラリー・パスを設定する必要があります。そうでないと、クライアント・ライ
ブラリーを必要とするコネクターを使用したジョブが実行されたときに、ステー
ジ・ライブラリーがデータベース・クライアント・ライブラリーをロードできない
ためにエラーが報告されます。

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. データ・ソースへのアクセスを構成します。

DB2 データベースへのアクセスの構成
ジョブ内で DB2 Connector ステージを使用するためには、DB2 環境変数を構成
し、DB2 ユーザーの特権を設定する必要があります。 DB2 Connector は、
InfoSphere® DataStage® ノード上の DB2 クライアントを使用してデータベースに接
続します。

始める前に
v ご使用のシステムが InfoSphere Information Server のシステム要件を満たしてい
ることを確認します。必ず、サポートされるバージョンの IBM® DB2® を使用し
てください。システム要件について詳しくは、http://www.ibm.com/software/data/
infosphere/info-server/overview/ を参照してください。
v IBM DB2 クライアントをすべての InfoSphere DataStage ノードにインストール
し、クライアントが正しく機能していることを確認してください。
v DB2 構成アシスタントを使用して、DB2 クライアントとサーバーの接続をテス
トします。 DB2 クライアントが DB2 サーバーに接続できない場合、DB2
Connector ステージを使用するジョブも失敗します。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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v DB2 クライアントで各データベースをカタログします。
v InfoSphere DataStage は、ジョブごとに多数のプロセスを実行します。 DB2 リソ
ース、構成パラメーター、およびマネージャー構成パラメーターが正しく構成さ
れていることを確認します。
v 分散マップのサイズを 4,096 (4 KB) エントリーのままにするために、
DB2_PMAP_COMPATIBILITY レジストリー変数が ON に設定されていることを確認し
ます。 Linux、UNIX、および Windows の DB2® バージョン 9.7 データベース
は、最大 32,768 (32 KB) の分散マップ・エントリーをサポートしていますが、
DB2 Connector は分散マップで 4 KB のエントリーしかサポートしていません。
v データの着信頻度が低いジョブ (Change Data Capture ステージを使用するジョブ
など) で DB2 for z/OS と共に DB2 Connector を使用する予定の場合は、 DB2
のサブシステム・パラメーター IDTHTION に設定されたアイドル・タイムアウト
値が、ジョブで DB2 Connector ステージについて予想される最長の非アクティブ
間隔より、必ず大きくなるようにしてください。

手順
1. InfoSphere DataStage のユーザーに、以下の表に対する SELECT 特権を付与しま
す。
表 1. 必要な SELECT 特権
DB2 製品
DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows

SELECT 特権を必要とする表
SYSCAT.COLUMNS
SYSCAT.KEYCOLUSE
SYSIBM.SYSDBAUTH
SYSCAT.TABLES

DB2 for z/OS

注: DB2 for z/OS にデータをロードする前
に、ユーザーに SYSIBM.SYSPRINT の
GRANT ALL アクセス権限があることを確認
します。
SYSIBM.SYSCOLUMNS
SYSIBM.SYSINDEXES
SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SYSIBM.SYSKEYS
SYSIBM.SYSPRINT
SYSIBM.SYSTABLESPACE
SYSIBM.SYSTABLES
SYSIBM.SYSTABLEPART
SYSIBM.SYSUSERAUTH

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows
および z/OS

SYSIBM.SYSDUMMY1
SYSIBM.SYSVIEWS

2. DB2 for z/OS で、DSNUTILS ストアード・プロシージャーをインストールするた
めの DSNTIJSG インストール・ジョブを DBA が必ず実行してください。
DSNUTILS ストアード・プロシージャーは、DB2 for z/OS 上でバルク・ローダー
を開始するために必要です。詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
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dzichelp/v2r2/index.jsp?topic=/com.ibm.db2z9.doc.inst/src/tpc/
db2z_enabledb2supplstprocs.htm を参照してください。
3. DB2INSTANCE 環境変数を、ターゲット・データベースがカタログされた DB2 ク
ライアント内のインスタンスに設定します。
ステージがデフォルトの DB2 インスタンスにアクセスする場合であっても、
DB2INSTANCE 環境変数の設定は必要です。 DB2INSTANCE 環境変数で指定された
インスタンスが、コネクターで使用されるデフォルト・インスタンスになりま
す。デフォルト以外の DB2 インスタンスを使用する場合は、「プロパティー」
タブで DB2 Connector の「インスタンス」プロパティーに、そのインスタンス
の名前を入力します。 DB2 クライアントは、デフォルトのインスタンスをイン
ストールします。
表 2. DB2 クライアントによってインストールされるデフォルトのインスタンス
オペレーティング・システム

DB2 インスタンス

Linux または UNIX

db2inst1

Microsoft Windows

DB2

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。 クライアント・ライブラリーのデフォルト・パスを表
に示します。
表 3. DB2 クライアント・ライブラリーのデフォルト・パス
オペレーティング・システム

DB2 インスタンス

Linux または UNIX

/opt/IBM/db2/V9/lib64

Microsoft Windows

C:IBM\SQLLIB\BIN

5. オプション: DB2 Connector ジョブのグローバリゼーション・マップ名がエンジ
ン層の現行システム・ロケールと一致しない場合は、 DB2CODEPAGE 環境変数を
マップ名に対応するコード・ページに設定します。 DB2 コード・ページは、
DB2 レジストリー変数を使用して設定することもできます。

AIX での DB2 ネイティブ ODBC ドライバーの構成
AIX オペレーティング・システムで DB2 ODBC ドライバーを構成して使用するに
は、DB2 環境変数と ODBCINI 環境変数を変更する必要があります。

始める前に
v システムがシステム要件を満たし、サポートされるバージョンの IBM DB2 デー
タベース・システムを使用していることを確認します。詳しくは、 『System
Requirements』を参照してください。

手順
1. DataDirect ドライバー・マネージャーが ODBC ドライバーをロードできるよう
に、AIX オペレーティング・システムで DB2 用の 64 ビット ODBC ドライバ
ーを更新します。
a. $DB2_HOME/sqllib/lib64 ディレクトリーにある db2o.o ドライバー・ファイ
ルを開きます。
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b. db2o.o ドライバー・ファイルで、db2o.o.so ファイルへのリンクを追加しま
す。例えば、次のリンクを追加できます。ln -s db2o.o db2o.o.so
2. $ODBCINI ファイルに以下のエントリーを追加します。 DataDirect ドライバー・
マネージャーは、DriverUnicodeType=1 のエントリーを使用して、DB2 用の
ODBC ドライバーを処理します。
****************************************************
****************************************************
Driver=/home/db2inst1/sqllib/lib64/db2o.o.so
DriverUnicodeType=1

3. DB2INSTANCE 環境変数を、ターゲット・データベースがカタログされた DB2 ク
ライアント内のインスタンスに設定します。
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。

Greenplum データベースへのアクセスの構成
Greenplum の ODBC データ・ソース定義 (DSN) を構成し、Greenplum パラレル・
ファイル配布プログラム (gpfdist) のディレクトリーの場所をシステム・パスに追
加することによって、Greenplum データベースへのアクセスを構成できます。
Greenplum Connector ステージは ODBC を使用して接続してステートメントを実行
し、 gpfdist プログラムを使用して Greenplum データベースとデータを交換しま
す。

Linux および UNIX における Greenplum データベースへの
ODBC アクセスの構成
Greenplum データベースに接続するには、まず、IBM Greenplum Wire Protocol
ODBC ドライバーを使用して、データベースの ODBC データ・ソース定義 (DSN)
を構成する必要があります。

始める前に
v Greenplum ライブラリーの ODBC ドライバーがインストールされていることを
確認します。
v ODBC ライブラリーを含むディレクトリーのパスが、ライブラリー・ロード・パ
ス環境変数に追加されていることを確認します。 Linux および UNIX の場合、
デフォルト・パスは /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib で
す。以下の表に、各種オペレーティング・システムのライブラリー・パス変数名
をリストします。
表 4. ライブラリー・パス変数
オペレーティング・システム

ライブラリー・パス変数

HP-UX

LD_LIBRARY_PATH または SHLIB_PATH

®

IBM AIX

®

Linux

v
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LIBPATH
LD_LIBRARY_PATH

ODBCINI 環境変数が、ODBC DSN 定義を含む .odbc.ini ファイルを指すよう
に設定されていることを確認します。
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注: ODBCINI 環境変数は、InfoSphere Information Server のインストール処理の一
環として dsenv スクリプトに自動的に設定されます。

手順
1. Greenplum Wire Protocol の新しい ODBC DSN 定義を .odbc.ini ファイルに追
加します。
2. Hostname と PortNumber に、Greenplum データベース・サーバーが実行されて
いるホストおよびポートを指定します。
3. Database の名前に、新しい ODBC DSN による接続に使用するデフォルト・デ
ータベースを指定します。
4. .odbc.ini ファイルを保存します。

例
[Greenplum_DEV_SERVER]
Driver=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib/VMgplm00.so
Description=DataDirect 7.0 Greenplum Wire Protocol
...
Database=gp_dev
HostName=gp_host
PortNumber=5432

ここで、gp_dev は DSN が接続する Greenplum データベースの名前、gp_host は
Greenplum サーバーが存在するホストの名前です。
その他のドライバー・オプションの構成については、 「DataDirect Connect Series
for ODBC User's Guide」 の Greenplum Wire Protocol Driver の章を参照してくだ
さい。

Windows における Greenplum データベースへの ODBC アクセ
スの構成
Greenplum データベースに接続するには、まず、IBM Greenplum Wire Protocol
ODBC ドライバーを使用して、データベースの ODBC データ・ソース定義 (DSN)
を構成する必要があります。

始める前に
v Greenplum ライブラリーの ODBC ドライバーがインストールされていることを
確認します。

手順
1. Microsoft ODBC データ ソース アドミニストレータを開始します。
v 32 ビット Windows コンピューターの場合、「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 コンピューターの場合、C:\Windows\SysWOW64\
odbcad32.exe にナビゲートします。
注: Windows で InfoSphere® Information Server は 32 ビット・アプリケーシ
ョンです。 64 ビット Windows コンピューター上でも、コネクターは、32
ビット・アプリケーションとして実行されています。これにより、64 ビット
の ODBC データ ソース アドミニストレータで作成された DSN 定義を
第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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Greenplum Connector が見つけられないため、 32 ビット・バージョンの
ODBC データ ソース アドミニストレータを使用する必要があります。
2. 「システム DSN」ページで「追加」をクリックします。
3. 「データ ソースの新規作成」ページで、IBM Greenplum Wire Protocol ドライバ
ーを選択して「完了」をクリックします。ドライバー・オプションの構成につい
ては、 「DataDirect Connect Series for ODBC User's Guide」 の Greenplum
Wire Protocol Driver の章を参照してください。

Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム (gpfdist)
Greenplum Connector ステージは、gpfdist という Greenplum ファイル配布プログ
ラムを使用して、 Greenplum サーバーとデータを交換します。
gpfdist プログラムは、データベース・クライアントで実行し、InfoSphere
Information Server エンジン層コンピューターにインストールする必要があります。
gpfdist プロトコルを使用してデータを転送するには、 IP アドレスと、オプショ
ンで、名前解決を容易にする DNS サーバーの存在を使用して、双方向アクセスを
可能にするネットワーク経路が存在する必要があります。コネクターは、すべての
物理コンピューター・ノードで gpfdist プロセスを起動し、外部表を作成します。
外部表データのホストは、パラレル・エンジン構成ファイル ($APT_CONFIG_FILE) 内
の fastname エントリーによって識別されます。コネクターが各エンジン層で
gpfdist を起動するために、gpfdist の場所 (%GPHOME_LOADERS%\bin) がシス
テム・パス内にある必要があります。また、gpfdist 従属ライブラリーの場所
(%GPHOME_LOADERS%\lib) がシステム・ライブラリー・パス内にある必要がありま
す。 Windows の場合、システム環境変数 PATH は「システムの詳細設定」で更新
されます。 Linux の場合、PATH 環境変数は dsenv スクリプトで更新されます。
注: Windows では、Greenplum インストーラーが PATH システム環境変数に
%GPHOME_LOADERS%\bin と %GPHOME_LOADERS%\lib を追加します。これらのディ
レクトリーが PATH 内にあることを確認してください。
PATH システム環境変数への %GPHOME_LOADERS%\bin と %GPHOME_LOADERS%\lib
の手動による追加については、ライブラリー・パス環境変数の設定に関するトピッ
クを参照してください。

Informix データベースへのアクセスの構成
Informix® CLI ステージ、Informix Load ステージ、Informix XPS Load ステージ、
または Informix Enterprise ステージを含むジョブでは、ジョブが Informix データベ
ースにアクセスできるように環境変数を設定する必要があります。

Informix CLI ステージ、Informix Load ステージ、および
Informix XPS Load ステージのアクセスの構成
Informix CLI ステージ、 Informix Load ステージ、および Informix XPS Load ステ
ージで Informix データベースにアクセスするには、環境変数の値を設定し、
.odbc.ini ファイルにデータ・ソース名 (DSN) のエントリーを追加する必要があり
ます。
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始める前に
v IBM Informix サーバーをインストールします。

手順
1. INFORMIXDIR 環境変数が IBM Informix サーバーのインストール・ディレクトリ
ーを指すように設定します。
2. PATH 環境変数に $INFORMIXDIR/bin が含まれていることを確認します。
3. ライブラリー・パス環境変数に $INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/esql/
$INFORMIXDIR/lib/cli が含まれていることを確認します。 以下は、AIX® シス
テムにおける環境変数の設定例です。
INFORMIXDIR=/opt/informix/IDS
LIBPATH=/opt/informix/IDS/lib:/opt/informix/IDS/lib/esql:/opt/informix/
IDS/lib/cli
PATH=/opt/informix/IDS/bin

4. Informix CLI ステージで、データ・ソースが変換 DLL を使用する場合は、共有
ライブラリー検索パスに INFORMIXDIR/lib/esql を追加してください。
INFORMIXDIR/lib/esql が追加されていない場合には、変換 DLL のロードに関
連したメッセージが IBM InfoSphere DataStage ジョブ・ログに記録されます。

例
次の例は、AIX、Solaris、HP、および Linux のプラットフォーム用の DSN エント
リーのサンプルを示しています。
[Informix]
Driver=/home/informix/csdk/lib/cli/iclit09b.so
Description=IBM INFORMIX ODBC DRIVER
Database=<stores_demo>
LogonID=<user_id>
Password=<password>
ServerName=<informixserver>
HostName=<informixhost>
Service=<online>
Protocol=ontlitcp EnableInsertCursors=0 GetDBListFromInformix=0
CLIENT_LOCALE=en_us.8859-1
DB_LOCALE=en_us.8859-1
CursorBehavior=0 CancelDetectInterval=0 TrimBlankFromIndexName=1
ApplicationUsingThreads=1 TRANSLATIONDLL=/home/informix/csdk/lib/esql/igo4a304.so
</online></informixhost></informixserver></password></userid></stores_demo>

IBM InfoSphere DataStage ジョブの接続先となる Informix データ・ソースごとに、
.odbc.ini ファイル内に 1 つのエントリーが必要です。データベースとサーバー名
のプロパティーの値を指定する必要があります。 CLIENT_LOCALE フィールドと
DB_LOCALE フィールドはオプションです。ログイン ID (UID) またはパスワード
(PWD) のプロパティーを追加する場合は、ユーザー名およびパスワードのプロパテ
ィーを空白のままにできます。ログイン ID (UID) とパスワード (PWD) のプロパ
ティーに指定された値は、 .odbc.ini ファイルでユーザー名とパスワードのプロパ
ティーに指定された値をオーバーライドします。

Informix Enterprise ステージの環境の構成
Informix Enterprise ステージを使用するには、正しい特権を持ち、環境変数を設定す
る必要があります。接続するデータベースに対する有効なアカウントも必要です。

第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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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。 AIX システムで Informix
XPS ステージを使用してジョブを実行するには、 Informix XPS サーバーと共に
Informix クライアント SDK 3.5 (すべてのモディフィケーション) をインストー
ルします。
v Informix XPS サーバーが稼働していることを確認します。

手順
1. INFORMIXDIR 環境変数が IBM Informix サーバーのインストール・ディレクトリ
ーを指すように設定します。
2. INFORMIXSERVER 環境変数が sqlhosts 内のコサーバー 1 のコサーバー名を指すよ
うに設定します。 IBM InfoSphere DataStage ジョブを起動したノードからコサ
ーバーにアクセスできることを確認します。
3. INFORMIXSQLHOSTS 環境変数が SQL ホスト・パスを指すように設定します。 例
えば、/disk6/informix/informix_runtime/etc/sqlhosts などです。
4. AIX システムで Informix XPS ステージを使用してジョブを実行するには、以下
のように LIBPATH 環境変数を設定します。 LIBPATH=$APT_ORCHHOME/
lib:$INFORMIXDIR/lib:`dirname $DSHOME`/branded_odbc/lib:$DSHOME/
lib:$DSHOME/uvdlls:$DSHOME/java/jre/bin/classic:$DSHOME/java/jre/
bin:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/cli:$INFORMIXDIR/lib/esql

JDBC データ・ソースへのアクセスの構成
JDBC Connector を使用する前に、ドライバー構成ファイルをセットアップする必要
があります。コネクターは、このファイルを使用して、システムで使用可能な
JDBC ドライバーに関する情報を取得します。

手順
1. すべてのユーザーに対して読み取りアクセス権を有効にしたドライバー構成ファ
イル isjdbc.config を作成します。 ドライバー構成ファイル名では大/小文字が
区別されます。
2. テキスト・エディターを開いて、クラスパスおよびドライバー Java クラスを指
定する次の 2 行を組み込みます。
CLASSPATH=driver_classpath
CLASS_NAMES=driver_class_names

値 driver_classpath は、コネクターで使用する予定の JDBC ドライバーの累
積 Java クラスパスです。完全修飾ディレクトリー・パス、.jar ファイル・パ
ス、および .zip ファイル・パスのセミコロン区切りリストとして、値を指定し
ます。例えば、使用する予定のドライバーが .jar ファイルとして実装される場
合には、 driver_classpath 値に、その .jar ファイルの絶対パスを含めます。
ドライバーのクラスパスの要件について詳しくは、ドライバーの資料を参照して
ください。
値 driver_class_names は、コネクターで使用する予定の JDBC ドライバーに
よって実装される完全修飾ドライバー・クラス名のセミコロン区切りリストで
す。このドライバー・クラスは、JDBC API インターフェース java.sql.Driver
を実装するドライバーの Java クラスです。ドライバーによって実装されている
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ドライバー・クラスについて詳しくは、ご使用の JDBC ドライバーの資料を参
照してください。 JAR ファイルとして実装され、JDBC 4.0 以降の JDBC 仕様
に基づくドライバーには、この情報を指定する必要はありません。これらの場合
は、コネクターがドライバー JAR ファイルからドライバー・クラス名を自動的
に判別することができます。
3. isjdbc.config ファイルを InfoSphere Information Server エンジン層ホストの
IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーに保存します。ここで、IS_HOME は
InfoSphere Information Server のホーム・ディレクトリーです。 例えば、ホー
ム・ディレクトリーは Windows システムでは C:\IBM\InformationServer、
Linux または UNIX システムでは /opt/IBM/InformationServer などとなりま
す。 ご使用の InfoSphere Information Server インストール済み環境のエンジン
層が複数のホストで構成される場合、このファイルはすべてのホストで同じ場所
から入手可能でなければなりません。 DSEngine ディレクトリーを共有ネットワ
ーク・ディレクトリーとして構成することで、このファイルをすべてのホストで
同じ場所から入手可能にすることができます。

例
この例では、ドライバー構成ファイルをセットアップする方法を示します。
以下の詳細を想定します。
v JDBC 4.0 ドライバーの Driver A と JDBC 3.0 ドライバーの Driver B の 2 つ
の JDBC ドライバーで JDBC Connector を使用します。
v Driver A は /opt/productA/driverA.jar ファイルとして実装され、 Driver B は
/app/productB/driverBimpl.jar ファイルとして実装されます。
v Driver A のドライバー Java クラスの名前は com.example.A.Driver、 Driver B
のドライバー Java クラスの名前は com.example.DriverB とします。
ドライバー構成ファイルをセットアップするには、以下のアクションを実行しま
す。
1. isjdbc.config ファイルを作成し、以下の 2 行を入力します。
CLASSPATH=/opt/productA/driverA.jar;/app/productB/driverBimpl.jar
CLASS_NAMES=com.example.A.Driver;com.example.DriverB

注: Driver A は JDBC 4.0 ドライバーで、このドライバーではコネクターがド
ライバー JAR ファイルからドライバー・クラス名を自動的に取得できるため、
CLASS_NAMES から com.example.A.Driver の値は省くことができます。
2. InfoSphere Information Server エンジン層ホストの IS_HOME/Server/DSEngine デ
ィレクトリーにファイルを保存します。ここで、IS_HOME は InfoSphere
Information Server ホーム・ディレクトリーです。
ドライバー構成ファイルの変更後に、DataStage エンジン、ISF エージェント、およ
び WebSphere Application Server の再始動は不要です。 JDBC Connector は、JDBC
データ・ソースへのアクセスのために次にこのファイルを使用したときに、ファイ
ルに行われた変更を認識します。

第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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Microsoft SQL Server データベースへのアクセスの構成
Microsoft SQL Server へのアクセスを構成するには、ODBCINI 環境変数を設定する
必要があります。また、Microsoft SQL Server クライアントから Microsoft SQL
Server データベースにアクセスできるようにして、 Microsoft SQL Server クライア
ントと Microsoft SQL Server データベース間の接続をテストすることも必要です。

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
リモート・データベースに接続する場合は、データベース・サーバーが TCP/IP プ
ロトコルを介してリモート接続できるように構成されることを確認します。
Microsoft SQL Server Client は、UNIX にインストールできません。このため、
UNIX での InfoSphere DataStage Dynamic RDBMS プラグイン・ステージは、
Microsoft SQL Server データベース・タイプに構成されたときに、バルク挿入モー
ド処理を使用することができません。 Windows での DRS プラグイン・ステージ
は、バルク・ロード処理に Microsoft OLE DB API を使用しますが、この API は
UNIX で使用できません。 UNIX で DRS プラグイン・ステージが Microsoft SQL
Server データベースに構成されると、ステージのデータベース・タイプは自動的に
ODBC に切り替わります。
SQL Server InfoSphere DataStage へのアクセスの構成について詳しくは、 IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage 接続ガイド: Microsoft SQL Server および
OLE DB データ編 を参照してください。

手順
1. UNIX または Linux で、 ODBCINI 環境変数が、Microsoft SQL Server 接続定義
が作成された .odbc.ini ファイルを指すように設定します。
2. Windows の Microsoft SQL Server ドライバーから、 Microsoft SQL Server デー
タベースが着信接続を受ける準備ができているかをテストします。
a. 「Microsoft SQL Server 用の DSN の設定」ウィンドウで、 Microsoft SQL
Server データベースの接続情報を指定します。
b. 「完了」をクリックします。
c. 「データ ソースのテスト」をクリックします。
3. UNIX で、SQL サーバー・データベースが着信接続を受ける準備ができている
かをテストするために以下を行います。
a. UNIX コマンド・ライン・ユーティリティーを開きます。
b. installation_directory/example ディレクトリーの DataDirect ODBC サン
プル・アプリケーションを実行します。 ここで、installation_directory は
DataDirect ODBC サンプル・アプリケーションのインストール・ディレクト
リーのパスです。
[root@RH2011 example]# ./example
./example DataDirect Technologies, Inc. ODBC Example Application.
Enter the data source name : mysqlserver
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Enter the user name

: username

Enter the password

: passoword

Enter SQL statements (Press ENTER to QUIT)
SQL>
Exiting from the Example ODBC program
[root@RH2011 example]# pwd
installation_directory/example
[root@RH2011 example]#

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、
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。
第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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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

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。
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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。

ODBC データ・ソースへのアクセスの構成
ODBC Connector 用の特別なインストール要件はありません。ただし、ジョブで
ODBC Connector を使用するには、事前にデータベース・ドライバー、ドライバ
ー・マネージャー、およびデータ・ソース名を構成しておく必要があります。
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データベース・ドライバー
ODBC Connector を使用するには、事前にデータベース・ドライバーと少なくとも
1 つのドライバー・マネージャーをインストールし、構成しておく必要がありま
す。
サポートされるドライバーは、製品のインストール時に組み込まれます。
以下のドライバーは、ODBC Connector で使用する場合には、制約事項または特殊
な構成要件があります。
IBM テキスト・ファイル・ドライバー
v サポートされるデータ・タイプ。Numeric、Date、および VarChar のみサ
ポートされます。
v サポートされない実行時データ・タイプ。以下の実行時データ・タイプは
サポートされません。
– Bit
– Binary
– LongNVarChar
– LongVarBinary
– LongVarChar
– NChar
– NVarChar
– Time
– Timestamp
SQL Server ドライバー
v 参照によるラージ・オブジェクト (LOB)。これらは、このドライバーで
は参照によって受け渡すことはできません。インラインで転送する必要が
あります。
SQL Server ネイティブ・ドライバー
v 参照によるラージ・オブジェクト (LOB) の転送。これらは、このドライ
バーでは参照によって受け渡すことはできません。インラインで転送する
必要があります。
SQL Server ワイヤー・ドライバー
v 参照によるラージ・オブジェクト (LOB) の転送。これらは、このドライ
バーでは参照によって受け渡すことはできません。インラインで転送する
必要があります。
v デザイン時データの表示。スペースを含むデザイン時データを表示するに
は、ドライバー・セットアップ・ウィンドウの「高度」タブの引用符で囲
まれた識別子のチェック・ボックスを選択する必要があります。

サポートされるデータ・ソース
ODBC Connector が表またはファイルを開いてデータの読み取りおよび書き込みを
するには、該当する表またはファイルを含むデータ・ソースに接続を定義しておく
必要があります。
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サポートされるデータ・ソースとするには、ODBC Connector が、SQL ステートメ
ントの読み取り、書き込み、およびルックアップを実行し、外部データ・ソースと
IBM InfoSphere DataStage データ・セットとの間でデータを交換できる必要があり
ます。オペレーティング・システム、ドライバー・マネージャー、およびドライバ
ーに固有の各データ・ソースの名前も定義する必要があります。
ODBC Connector の場合、ODBC ドライバー・マネージャーが接続を確立します。
データ・ソースを設定するには、以下の要件を満たす必要があります。
v ドライバーとドライバー・マネージャーは、コネクターがインストールされ、実
行されているシステムにインストールする必要があります。データ・ソースはリ
モート・システム上に置くことが可能です。複数のデータ・ソースに接続するこ
とができます。
v パラレル・ジョブの場合、ドライバーとドライバー・マネージャーは、ODBC
Connector を実行するすべてのノードにインストールする必要があります。
一度に接続できるのは 1 つの ODBC ドライバー・マネージャーのみです。
ドライバー・マネージャーを構成するときに IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage® デザイナー にログインしている場合、「データ・ソース」ボタンをク
リックして、「データ・ソース」プロパティー内のデータ・ソース名のリストを表
示できます。サーバーに接続されていないデザイン環境で作業している場合、「デ
ータ・ソース」プロパティーに値を入力することができます。

ODBC ドライバーと ODBC データ・ソース名の構成
ジョブで ODBC データ・ソースを使用するには、ODBC ドライバーと ODBC デ
ータ・ソース名 (DSN) 定義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。
v ODBC データ・ソースへの接続をテストします。
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。
v 詳しくは、IBM InfoSphere Information Server プランニング、インストール、およ
び構成ガイド の製品モジュールの構成のセクションで ODBC アクセスの構成に
関するトピックを参照してください。
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15

手順
1. ODBC DSN の定義を構成します。
表 5. ODBC データ・ソース名の定義の構成
オペレーティング・システム

手順

UNIX または Linux

ODBCINI 環境変数が .odbc.ini ファイルを
指すように設定します。 .odbc.ini ファイ
ルには、ODBC DSN 定義が含まれていま
す。
注: ODBCINI 環境変数は、InfoSphere
Information Server のインストール処理の一環
として自動的に dsenv スクリプトの中に設
定されます。

Microsoft Windows

DSN 定義は、オペレーティング・システム
に組み込まれている ODBC ドライバー・マ
ネージャー・アプリケーションによって管理
されます。 ODBC DSN 定義は、ODBC デ
ータ ソース アドミニストレータの中で、シ
ステム DSN 定義として構成する必要があり
ます。 ODBCINI 環境変数は、Microsoft
Windows で適用されません。

2. 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。 クライアント・ライブラリーのデフォルト・パスは次
のとおりです。
v Windows の場合、C:\IBM\InformationServer\ODBCDrivers。 Microsoft
Windows で、ODBC ドライバー・マネージャー・ライブラリーはオペレーテ
ィング・システムによって提供されます。 ODBC ドライバー・マネージャー
の場所は、PATH 環境変数に自動的に組み込まれます。
v Linux および UNIX の場合、/opt/IBM/InformationServer/Server/
branded_odbc/lib。 ODBC ドライバー・マネージャーは、InfoSphere
Information Server と共に含まれています。
3. UNIX および Linux コンピューターで、サーバー・エンジンと ASB エージェ
ントを再始動するには、以下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

パラレル処理環境での ODBC データ・ソースの構成
1 つのコンダクター・ノードと複数のプレイヤー・ノードがあるパラレル処理環境
で ODBC データ・ソースを構成することができます。

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。
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手順
1. 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。
2. コンダクター・ノードからすべてのコンピューター・ノードに以下のディレクト
リーをコピーします。
v Windows の場合、C:\IBM\InformationServer\ODBCDrivers。
v Linux および UNIX の場合、/opt/IBM/InformationServer/Server/
branded_odbc/lib。
3. コンダクター・ノードからすべてのコンピューター・ノードに .odbc.ini ファ
イルをコピーします。
4. UNIX および Linux コンピューターで、サーバー・エンジンと ASB エージェ
ントを再始動するには、以下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

Oracle データベースへのアクセスの構成
環境変数を設定し、tnsnames.ora および sqlnet.ora などの Oracle 構成ファイル
を更新することで、Oracle クライアント・システムから Oracle データベースへの
アクセスを構成できます。詳しくは、Oracle 製品資料を参照してください。

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。
v システムがシステム要件を満たし、サポートされるバージョンの Oracle クライア
ントおよび Oracle サーバーがあることを確認します。システム要件については、
http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/ を参照してくださ
い。
v Oracle クライアントが Oracle データベースにアクセスできることを確認しま
す。 Oracle クライアントと Oracle データベース・サーバー間の接続をテストす
るには、Oracle SQL*Plus ユーティリティーを使用することができます。

このタスクについて
dsenv スクリプトを使用して、Oracle データベースへのアクセスの構成に使用され
る環境変数を更新することができます。このスクリプトを使用した場合は、環境変
数を更新した後にサーバー・エンジンと ASB エージェントを再始動する必要があ
ります。

手順
1. Oracle Connector が Oracle 構成ファイル tnsnames.ora にアクセスできるよう
に、ORACLE_HOME または TNS_ADMIN の環境変数を設定します。
v ORACLE_HOME 環境変数が指定されている場合、tnsnames.ora ファイルは
$ORACLE_HOME/network/admin ディレクトリーの中になければなりません。
第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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v TNS_ADMIN 環境変数が指定されている場合、tnsnames.ora ファイルは
$TNS_ADMIN ディレクトリーの中になければなりません。
v 両方の環境変数が指定されている場合、TNS_ADMIN 環境変数が優先されます。
v これらの環境変数の設定は必須ではありません。ただし、一方または両方の環
境変数が指定されていない場合は、Oracle データベースへの接続を定義するた
めの接続記述子名を選択できなくなります。代わりに、接続を定義するとき
に、完全な接続記述子定義を指定するか、Oracle 簡易接続ストリングを指定す
る必要があります。
注: Oracle Basic インスタント・クライアントまたは Basic Lite インスタント・
クライアントを使用した場合、tnsnames.ora ファイルが自動的に作成されるこ
とはありません。手動でこのファイルを作成し、ディレクトリーに保存する必要
があります。その後で、ファイルの場所を TNS_ADMIN 環境変数に指定します。
tnsnames.ora ファイルの手動作成については、Oracle の資料を参照してくださ
い。
2. オプション: Oracle クライアント・ライブラリーが存在するディレクトリーが組
み込まれるようにライブラリー・パス環境変数を設定します。 クライアント・
ライブラリーのデフォルトの場所は次のとおりです。
v Windows の場合、C:\app\username\product\11.2.0\client_1\BIN。ここで、
username はローカル・オペレーティング・システムのユーザー名を表しま
す。 InfoSphere Information Server エンジン・コンピューターに、Oracle クラ
イアント製品のみではなく、完全な Oracle データベース製品がインストール
されている場合、パスは C:\app\username\product\11.2.0\dbhome_1\BIN に
なります。
v Linux または UNIX の場合、u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1
3. NLS_LANG 環境変数を、ジョブに指定された NLS マップ名と互換性のある値に
設定します。 NLS_LANG 環境変数のデフォルト値は、
AMERICAN_AMERICA.US7ASCII です。
Oracle クライアントは、ステージと交換されるデータが NLS_LANG の設定に従っ
てエンコードされていると想定します。しかし、データは NLS マップ名の設定
に従ってエンコードされることがあります。 NLS_LANG の設定と NLS マップ名
の設定に互換性がない場合、データが破損し、無効な値がデータベースに保管さ
れたり、データベースから取り出されたりする可能性があります。ジョブに使用
される NLS_LANG 環境変数と NLS マップ名の値は、必ず同期するようにしてく
ださい。
Microsoft Windows インストール済み環境で NLS_LANG 環境変数が設定されてい
ない場合、Oracle クライアントは、Windows レジストリーからの値を使用しま
す。

Sybase データベースへのアクセスの構成
Sybase データベースへのアクセスを構成するには、エンジン層コンピューターで環
境変数を設定し、インターフェース・ファイルにデータベース情報を指定します。
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始める前に
v SQL Server または Sybase クライアント・ソフトウェアをインストールして構成
します。 BCPLoad ステージは、DBLIB/CTLIB クライアント・ライブラリーと
NetLIB クライアント・ライブラリーの BCP API を使用します。これらのコンポ
ーネントが、SQL Server DBMS に対するクライアントとしてセットアップされ
ている InfoSphere DataStage サーバーにインストールされていることを確認して
ください。詳しくは、DBMS の資料を参照してください。
v Sybase クライアントから Sybase データベース・サーバーにアクセス可能である
ことを確認します。
v SQL Server のデータベースに表を作成します。
v データベースが Sybase クライアントに登録済みであることを確認します。

手順
1. SYBASE 環境変数が Sybase インストール・ディレクトリーを指すように設定し
ます。 例えば、export SYBASE=/disk3/Sybase などです。
2. SYBASE_OCS 環境変数が Sybase Open Client ディレクトリーを指すように設定
します。 例えば、export SYBASE_OCS=OCS-12_5 などです。この値は、Open
Client 製品のバージョンおよびリリースを示します。
3. $SYBASE ディレクトリーのインターフェース・ファイル (例えば、sql.ini な
ど) で、データベース名、ホスト・システム名または IP アドレス、およびポー
ト番号を指定します。
4. DSQUERY 環境変数に、接続要求でサーバー名が指定されていないときにデフォ
ルトで接続される Sybase データベース・サーバーの名前を設定します。 環境
変数が設定されていなければ、デフォルト値 SYBASE が使用されます。
5. PATH およびライブラリー・パス環境変数が、クライアント・ライブラリーを
含むディレクトリーを指すように設定します。
v Windows の場合、%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\bin ディレクトリーと
%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\dll ディレクトリー。ここで、SYBASE と
SYBASE_OCS は Sybase 製品インストール・ホーム・ディレクトリーと
Sybase Open Client ディレクトリーを表します。
v Linux と UNIX の場合、$SYBASE/$SYBASE_OCS/lib。
注: $SYBASE/$SYBASE_OCS/bin が PATH 環境変数で最初に表示されることを確
認してください。
6. BCPLoad ステージの場合、ストアード・プロシージャーを使用して、データベ
ースに高速コピー (バルク・ロード) オプションを構成します。 このオプショ
ンを使用すると、すべての挿入をログ・ファイルに記録せずにデータがロード
されます。ストアード・プロシージャーの使用について詳しくは、『ストアー
ド・プロシージャーの使用』を参照してください。
7. 有効な Sybase ユーザー名と対応するパスワード、サーバー名、およびデータ
ベースを使用して、Sybase へのログイン特権を取得します。これらは、アクセ
スに使用する前に Sybase で認識されていなければなりません。
8. Sybase Open Client で提供される dsedit ユーティリティーを使用して、Sybase
データベースへの接続を構成します。
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9. Sybase Open Client の中で $SYBASE/$SYBASE_OCS/bin/isql ツールなどのツー
ルを使用して、InfoSphere DataStage の外側にある Sybase データベースへの接
続をテストします。
10. Sybase Enterprise ステージで NLS を使用して Sybase データベースにアクセス
するには、以下のステップを実行します。
a. データベースを作成し、自分の選択した言語を構成します。 例えば、日本
語 (shift_jis) データベースのデータベース <<database path>> COLLATION
932JPN を作成します。
b. 特定言語 (例えば、日本語 (shift_jis) など) で IBM InfoSphere DataStage
Server をインストールします。
c. InfoSphere DataStage クライアントの言語を設定するには、ジョブ・プロパ
ティーの「NLS」タブを使用して、言語を選択します。
d. InfoSphere DataStage クライアントがインストールされているシステムのオ
ペレーティング・システムで、選択した言語がデフォルトとして設定されて
いることを確認します。

Sybase データベースにアクセスするために必要な許可
Sybase ASE データベースおよび Sybase IQ データベースによってホストされる表
に対する操作を完了するには、表に対する特定の特権が必要です。
表 6. Sybase データベースにアクセスするために必要な許可：
Sybase ASE データベースおよび Sybase IQ データベースによってホストされる表に対する
操作を完了するには、表に対する書き込み、読み取り、アップサート、およびルックアップ
の特権が必要です。
操作

オプショ syspartition sysobjects 表の
SELECT
ン
(Sybase
特権
ASE のみ)

表の
INSERT
特権

表の削除

表の作成

書き込み

作成/置
換

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

書き込み

追加

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

書き込み

切り捨て はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

READ

すべて

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

アップサ
ート

更新/挿
入

v 更新する v 更新す v
る表に
表に対す
対する
る
UPDATE
UPDATE
特権。
特権。

ルックア
ップ
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すべて

更新す v
る表に
対する
UPDATE
特権。

更新す v
る表に
対する
UPDATE
特権。

v 更新す
更新す
る表に
る表に
対する
対する
UPDATE
UPDATE
特権。
特権。

v レコード v レコー v レコー v レコー v レコー
ドを挿
ドを挿
ドを挿
ドを挿
を挿入す
入する
入する
入する
入する
る表に対
表に対
表に対
表に対
表に対
する
する
する
する
する
INSERT
INSERT INSERT
INSERT
INSERT
特権。
特権。
特権。
特権。
特権。

v レコー
ドを挿
入する
表に対
する
INSERT
特権。

いいえ

いいえ
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はい

はい

いいえ

いいえ

Teradata データベースへのアクセスの構成
Teradata データベースへのアクセスを構成するには、Teradata ツールおよび
Teradata トランスポーターをインストールして、環境変数を設定する必要がありま
す。

始める前に
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。

手順
1. パラレル・ジョブを実行するすべてのノードに、Teradata Tools and Utilities を
インストールします。詳しくは、Teradata 製品資料のインストール手順を参照し
てください。
2. Teradata Parallel Transporter をインストールします。 詳しくは、Teradata 製品資
料のインストール手順を参照してください。
3. 環境変数を設定します。
表 7. 必要な環境変数
オペレーティング・システム

環境変数

AIX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LIBPATH=$TWB_ROOT/lib:$LIBPATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LIBPATH NLSPATH

HP-UX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
SHLIB_PATH=$TWB_ROOT/lib:$SHLIB_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH SHLIB_PATH NLSPATH

Solaris

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$TWB_ROOT/lib:$LD_
LIBRARY_PATH NLSPATH=$TWB_ROOT
/msg/%N export TWB_ROOT PATH LD_
LIBRARY_PATH NLSPATH

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。

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。
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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。
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。
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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。
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。
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第 2 章 DRS Connector ステージ
InfoSphere DataStage を使用してさまざまなタイプのリレーショナル・データベース
にアクセスするときは、接続オプションをコレクションの中から選択することがで
きます。新規ジョブの場合は、より高い機能性とパフォーマンスを提供する DRS
Connector ステージを使用してください。
コネクターは、リレーショナル・データベースやメッセージング・ソフトウェアな
どの外部データ・ソースに対するデータ接続とメタデータ統合を提供するコンポー
ネントです。一般にコネクターには、外部データ・ソース固有のステージが含まれ
ます。
DRS Connector ステージは、さまざまなタイプのリレーショナル・データベースに
アクセスするいくつかの異なるステージの 1 つです。 DRS Connector ステージに
加えて、Dynamic RDBMS ステージを使用できます。
古いステージを使用するジョブがあるとき、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・ツールを使用してジョブをマイグレーションしてコネ
クターを使用してください。

概要
DRS Connector ステージを使用してリレーショナル・データベース管理システムに
アクセスします。これを行うには、対応するデータベースに有効なネイティブ・イ
ンターフェースを使用します。データベース・タイプの選択は、ステージがジョ
ブ・キャンバスに置かれるときに決定されるのではなく、ステージが構成されると
きに指定されます。
さらに、InfoSphere DataStage ジョブ・パラメーターをステージでのデータベース・
タイプ設定のために使用することができます。その場合、データベース・タイプの
選択はジョブの実行時に行われます。
1 つのステージをさまざまなタイプのデータベースにアクセスするように構成でき
る点で、DRS Connector ステージは ODBC 接続ステージに似ています。重要な違
いは、DRS Connector ステージはネイティブ・データベース・クライアント・ライ
ブラリーを通してデータベースに直接アクセスするが、ODBC ステージは ODBC
ドライバーを通してデータベースにアクセスするということです。
データベース・タイプの選択が現行環境で固定的であり、変化しそうにないときな
ど、動的なデータベース・タイプ選択のサポートが必要でない場合には、DRS
Connector ステージを使用するのではなく、当該データベース・タイプのネイティブ
のコネクター・ステージを使用することをお勧めします。例えば、IBM DB2 が選択
するデータベース・タイプであれば、DRS Connector ステージではなく、DB2
Connector ステージを使用することをお勧めします。
DRS Connector ステージではなく、ネイティブのコネクター・ステージを使用する
と、DRS Connector ではサポートされないがネイティブのステージではサポートさ
© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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れるさまざまな機能を利用することができます。例えば、IBM DB2 および Oracle
データベース・タイプの場合、DRS Connector ステージではサポートされないが対
応するネイティブのコネクター・ステージでサポートされる、パーティションと並
列処理の領域に多くの機能があります。
DRS Connector ステージは以下の機能をサポートします。
v
v

v

データベースの読み取り処理、書き込み処理、およびルックアップ処理。
指定された表名、リンク上の列定義、およびステージの他のユーザー定義プロパ
ティーに基づいた、実行時の SQL ステートメントの自動生成。手動で SQL ス
テートメントを指定することもできます。
エンジン層に存在するファイル内に指定された SQL ステートメントの実行。

v ジョブ実行時のデータベース内のターゲット表の自動的な作成または置換。
v

実行時、既存のターゲット表へのデータ書き込み前の、ターゲット表内容の自動
的な消去。

v 指定されたサイズの配列を使用した、バッチ (配列) モードでの行のデータベース
への書き込み、および行のデータベースからの読み取り。
v

トランザクション・サイズ (トランザクションごとのレコード数) の指定。

v

トランザクションの分離レベルの指定。

v

データベース提供のネイティブのバルク・ロード・インターフェースを使用し
た、バルク・ロード・モードでのデータのデータベースへの書き込み。

v

不良レコードのリジェクト (サーバー・ジョブのみ)。Transformer ステージの使
用が必要です。

v 複数の入力リンクにまたがるレコードの順序付け (パラレル・ジョブでのみ)。
v

ジョブの開始後、ステージによってレコードが実際に処理される前の、データベ
ースに対するユーザー指定 SQL ステートメントの実行。ステートメントは、ス
テージ内に直接指定するか、またはエンジン層に存在するファイル内に指定する
ことができます。

v

ステージによる全レコード処理後、ジョブ終了前の、データベースに対するユー
ザー指定 SQL ステートメントの実行。ステートメントは、ステージ内に直接指
定するか、またはエンジン層に存在するファイル内に指定することができます。

v ステージの出力リンクの列の「出力仕様」属性。ステージは、データベースから
データを読み取るために実行時に使用する SELECT ステートメントを生成すると
きに、列名でなく、出力仕様の値を使用します。
v 指定された表名および列名の、大/小文字を区別する値として、または区別しない
値としての処理。

構成
DRS Connector ステージは、IBM DB2 データ・ソース、Oracle データ・ソース、
および ODBC データ・ソースをサポートします。その他のデータベース・タイプの
場合は、ODBC データベース・タイプを使用するように DRS Connector ステージ
を構成し、InfoSphere Information Server に付属の ODBC ドライバーを通じてデー
タベースにアクセスすることができます。
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DRS Connector ステージは、ネイティブ・データベース・クライアント・ライブラ
リーを通じてデータベースに直接アクセスします。ジョブが実行されたときにデー
タベース・サーバーに接続するためには、ステージが、エンジン層コンピューター
にインストールされているデータベース・クライアント・ライブラリーを見つけて
ロードできなければなりません。データベース・クライアント・ライブラリーが入
っているディレクトリーを含むようにライブラリー・パス環境変数を設定する必要
があります。データ・ソースの構成について詳しくは、データ・ソースへのアクセ
スの構成に関するセクションを参照してください。

DRS Connector ステージの設定
DRS Connector ステージは、ジョブ・キャンバス上に置かれた後、ジョブ・デザイ
ンで意図されたオペレーションを実行するように構成されなければなりません。
ステージをダブルクリックして、「ステージ」ダイアログ・ボックスを開きます。
「ステージ」ダイアログ・ボックスで、ジョブの実行時にステージによる実行が期
待されるアクションに応じて、プロパティーに適切な値を設定できます。

DRS Connector ステージの設定値
DRS Connector ステージの中で、一部のプロパティーはステージのメイン・ダイア
ログ自体に表示され、一部は、個別のタブに表示されます。
ステージに複数のリンクがある場合、1 つのリンクを選択すると、そのリンクの使
用法プロパティーのみが表示されます。ステージに 1 つのリンクがある場合、その
リンクを選択すると、そのリンクの使用法プロパティーと、ステージの接続プロパ
ティーが表示されます。
ステージ・プロパティーのダイアログ・ボックスには、次のフィールドが含まれま
す。
「全般」タブ
オプションの説明フィールドをフリー・フォーム・テキストで提供します。
「プロパティー」タブ
このタブでは、プロパティーはツリー構造で編成されます。「接続」セクシ
ョンと「使用法」セクションの 2 つに分けて、プロパティーをツリー構造
で表示します。プロパティーは、「接続」セクションと「使用法」セクショ
ンの直ぐ下に表示される場合もあれば、別々のカテゴリーに表示される場合
もあります。
接続

「接続」セクションの中のプロパティーは、ステージ自体と、ステ
ージのすべてのリンクに適用されます。

使用法 「使用法」セクションの中のプロパティーは、ほとんどの場合、個
々のリンクに適用されます。「レコードの順序付け」プロパティー
は、レコードの順序付け機能に使用されます。 このプロパティーは
ステージ・レベルで定義され、そのため、そのステージに定義され
ているすべてのリンクで共有されます。
このタブには、以下のハイパーリンクもあります。
テスト 現在定義されている接続プロパティーを使用して、データベースへ
第 2 章 DRS Connector ステージ
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の接続の確立を試みます。接続が確立されると、処理の成功を示す
メッセージ・ボックスが表示されます。そうでない場合は、エラー
詳細を示したメッセージ・ボックスが表示されます。
ロード 以前にメタデータ・リポジトリーに保存された DRS Connector 接
続定義をロードします。
保存

他の DRS Connector ステージが再使用できるように、現行接続定
義 (「接続」セクションのプロパティーの値によって表される) を
共通リポジトリーに保存します。

「詳細」タブ
パラレル・ジョブ・キャンバス上のステージに対してのみ表示されます。こ
れは、ステージを順次モードで実行するかパラレル・モードで実行するかを
指定するプロパティーを提供します。ステージがパラレル・モードで実行さ
れる場合、このタブは、パラレル・エンジン構成ファイル (デフォルトでは
default.apt ファイル) で定義された処理ノードの特定のサブセット上でス
テージが実行されるようにするオプションも提供します。

DRS Connector リンクの設定値
「入力」タブで、DRS Connector リンク設定の値を指定することができます。
「入力」タブには以下のタブが表示されます。
全般

フリー・フォーム・テキストによるリンクの説明用のオプション・フィール
ドを表示します。

プロパティー
選択されたリンクのプロパティーを表示します。例は、入力リンクに設定で
きるプロパティーを表示しています。
リンク順序
レコードの順序付け機能のためにリンクを順序付けます。
列

リンクの列を定義します。列は、手動で定義できます。または、リポジトリ
ーからの表定義をリンクに適用できます。

詳細

パラレル・キャンバス上のステージに対してのみ表示され、レコードのバッ
ファリング方式の指定に使用できます。

パーティション
パラレル・キャンバス上のステージの入力リンクに対してのみ表示され、パ
ラレル・モードでの実行を構成するときに、ステージが実行される処理ノー
ド全体でのレコードのパーティション化方法を指定するために使用できま
す。

ステージ・プロパティーとリンク・プロパティーのジョブ・パラメ
ーターの使用
ジョブ・パラメーターは環境変数として、またはジョブ・レベルで設定できます。
動的選択のサポートを最大限に利用するために検討する 1 つの選択肢は、データベ
ース・タイプの環境変数をプロジェクト・レベルで定義し、現在使用されているデ
ータベース・タイプと一致するデフォルト値を指定することです。その場合は、こ
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の環境変数をジョブ・パラメーターとして、当該ステージを使用する各ジョブに追
加し、当該ステージでその環境変数をデータベース・タイプ値として指定します。
後で、同じジョブを利用して別のデータベース・タイプに接続することに決定した
場合は、プロジェクト・レベルの環境変数のデフォルト値を変更する必要があるだ
けで、次に実行されるとき、すべてのジョブは新規のデータベース・タイプを使用
して開始されます。
ジョブ・パラメーターとして環境変数を追加することに加えて、ジョブ・パラメー
ターを直接ジョブ・レベルで定義することも可能です。どちらの場合も、ジョブに
使用するデフォルト値を指定することができます。そして、InfoSphere DataStage デ
ィレクターからジョブが開始されるときに、そのジョブ・パラメーターの値は、そ
の時に指定できます。
DRS Connector ステージでは、ジョブ・パラメーターはバリアント選択にも使用で
きます。例えば、Oracle バリアントの環境変数をプロジェクト・レベルで定義でき
ます。環境変数は、DRS Connector を使用しているジョブに対するジョブ・パラメ
ーターとして組み込まれ、ステージの中で「バリアント」プロパティー値として指
定されます。環境変数のデフォルト値は 10 です。Oracle クライアントをバージョ
ン 10gR2 からバージョン 11gR2 にアップグレードするときに、プロジェクト・レ
ベルの環境変数の値を 10 から 11 に変更します。そして、次にジョブが実行され
るとき、ジョブは DRS Connector ステージのバリアント 11 を使用して開始されま
す。
ジョブ・パラメーターがデータベース・タイプの指定に使用される場合、データベ
ース名、ユーザー名、およびパスワードのプロパティーの値は異なるデータベー
ス・タイプのデータベースでは同じでないことが多いため、通常、これらのプロパ
ティーのために、ジョブ・パラメーターも使用する必要がある可能性があります。

DRS Connector ステージのデータベースへの接続の定義
新規 DRS Connector ステージをサーバー・キャンバスまたはパラレル・キャンバス
に追加する場合、実行時にステージの接続先となるデータベースの接続情報を指定
しなければなりません。

このタスクについて
ジョブが開始されると、ステージは、指定されたデータベース証明情報を使用し
て、指定されたデータベースに接続します。ジョブが実行されると、ステージに出
力リンクが定義されているか入力リンクが定義されているかに応じて、ステージ
は、それぞれ、データベースからデータ行を読み取るか、データベースにデータ行
を書き出します。

手順
1. 「コネクター」ドロップダウン・リストから関連するデータベースのタイプを選
択します。
2. 関連するデータベースのクライアント・バージョンを選択します。 例えば、
Oracle データベース・タイプが選択され、Oracle 11g バージョンが InfoSphere
DataStage サーバー・エンジン・マシンにインストールされている場合、バリア
ント値は 11 に設定する必要があります。Oracle 10g クライアントがインストー
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ルされている場合は、バリアント値は 10 に設定する必要があります。一部のデ
ータベース・タイプには、バリアントが 1 つしかありません。 データベース・
タイプ・プロパティーに対してジョブ・パラメーターが指定された場合、実行時
に使用する実際のデータベース・タイプの選択が後に延期されるため、すべての
サポートされるデータベース・タイプに対してバリアント選択を行うことができ
ます。
3. 「接続ストリング」プロパティー値を設定します。この値は、接続する特定のデ
ータベースを識別します。データベース・クライアント環境は、この値を解決
し、対応するデータベース・サーバーに接続するために適切にセットアップされ
る必要があります。
4. 「ユーザー名」プロパティーを、データベースに対して認証され許可されるユー
ザー名を識別する値に設定します。
5. 「パスワード」プロパティーを、指定されたユーザー名のパスワード値に設定し
ます。パスワードは、ステージによって暗号化形式で表示および保管されます。
6. オプション: アドミニストレーター・クライアントを使用して、個々のコネクタ
ーのデフォルト・バリアント値として表示される環境変数を設定することができ
ます。以下に例を示します。
CC_DRSCONNECTOR_DEFAULT_CONNECTION_VARIANT_IBM__DB2VARIANT (DB2 コネクタ
ーの場合)、CC_DRSCONNECTOR_DEFAULT_CONNECTION_VARIANT_ORACLEVARIANT
(Oracle コネクターの場合)、
CC_DRSCONNECTOR_DEFAULT_CONNECTION_VARIANT_ODBCVARIANT (ODBC コネクター
の場合)。
すべてのパラメーターが大文字で指定されていることを確認してください。
注: これらの値は、コネクター・ステージ・エディターを初めて開いたときに
のみ有効になります。

データベースからのデータの読み取り
データベースからデータを読み取るようにステージを構成するには、ステージで 1
つ以上の出力リンクを定義し、各リンクを、データベースに対して実行する照会を
使用して構成します。

このタスクについて
ジョブが実行されると、各出力リンクに対して、ステージは、リンク上に指定され
た照会を実行し、データベースから結果行を取り出し、それをジョブの中のダウン
ストリームのステージに送信します。
次の図は、サーバー・ジョブの中の DRS Connector ステージ (DRS_Connector_0)
を示します。このステージは、データベースからデータを読み取り、そのデータを
次の 2 つのファイルに書き込むように構成されています。1 つのファイル
(Sequential_File_2) へは、データは直接書き込まれ、もう 1 つのファイル
(Sequential_File_3) へはデータは Transformer ステージ (Transformer_1) の中で変
換された後、書き込まれます。
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DRS Connector ステージは、サーバー・キャンバスでは複数の出力リンクをサポー
トしますが、パラレル・キャンバスでは 1 つの出力リンクしかサポートしません。
ステージに複数の出力リンクが定義されている場合、すべてのリンクは同じデータ
ベースからデータを読み取ります。データベース接続定義はステージ全体に適用さ
れ、個別のリンクに対して別々に指定することはできません。

自動生成 SELECT ステートメント
実行時に SELECT ステートメントを自動的に生成するようにステージを構成するこ
とができます。
DRS Connector の場合、ステートメントを自動的に生成するには、「使用法」セク
ションの「読み取りモード」プロパティーを、「行の選択」値に設定する必要があ
ります。
SELECT ステートメントを生成するには、次の値を指定する必要があります。
v

表名

v

出力リンク上の列名

v

WHERE 節 (オプション)

v

その他の節 (オプション)

DRS Connector ステージでは、表名は「表名」使用法プロパティーで指定されま
す。
表名の値のみが指定された場合、表が存在するスキーマは、ステージに対して定義
されたユーザー名のデフォルトのスキーマです。別のスキーマを指定するには、
schema_name.table_name のように、完全修飾の形式で表名を入力する必要がありま
す。
指定された表名を大/小文字の区別がある値として扱うには、ターゲット・データベ
ースの引用識別子で表名を囲む必要があります。一般的に、引用識別子には二重引
用符が使用されます。
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DRS Connector ステージには、「使用法」セクションの「識別子を引用符で囲む」
プロパティーを「はい」に設定すると実行時に表名が自動的に引用識別子で囲まれ
るオプションがあります。デフォルトでは、このプロパティーは「いいえ」に設定
されています。
出力リンクの列名を使用して、ステージは、生成される SELECT ステートメントの
中のコンマ区切りの列を生成します。リンク上の列の名前は、生成されるステート
メント・テキストにコピーされます。各列について、自動生成されるテキストで使
用されるテキストを列名の代わりに指定できます。例えば、表の列名にステージの
列グリッドに表示できない文字が含まれる場合、複数の表から選択するときに列が
所属する表を表示する場合、または列名の大/小文字の区別を保持する場合に、これ
が必要になることがあります。値は、列の「出力仕様」属性で指定します。この属
性は、「列」タブにあるすべての列定義に対して使用することができます。
自動生成ステートメントの中の列の大/小文字の区別を保持するには、その列の「出
力仕様」属性を使用して、ターゲット表の引用識別子で列名を囲んで指定すること
ができます。あるいは、「使用法」セクションの「識別子を引用符で囲む」プロパ
ティーを「はい」に設定して、引用識別子を列名に自動的に追加するようにステー
ジを構成します。
自動生成ステートメントに追加される WHERE 節を指定できます。この節は、結果の
データ・セットの生成について適用する条件またはフィルターを指定します。
WHERE 節は、「SQL」使用法プロパティーの下にある「WHERE 節」プロパティー
を通じて指定されます。指定する値に WHERE キーワードを含めることもできます
が、これは必須ではありません。
その他の節 (例えば、ORDER BY 節、GROUP BY 節、および HAVING 節) を自動生成ス
テートメントに追加するように指定することもできます。これらの節は、結果のデ
ータ・セットの行のソート順序やグループ化を指定します。その他の節は、
「SQL」使用法プロパティーの下にある「その他の節」プロパティーを通じて指定
されます。節のタイプを識別するキーワード (ORDER BY、GROUP BY、および HAVING
など) を指定する値に含める必要があります。
DRS Connector は、実行時に SELECT ステートメントを生成します。ステージのダ
イアログ・ボックスにはステートメント・テキストは表示されません。それはジョ
ブが開始されたときにジョブ・ログに表示されます。

ユーザー定義 SELECT ステートメント
ジョブで実行する SELECT ステートメントを手動で指定することができます。
ステートメントは、ステージのダイアログ・ボックスに直接指定するか、または
InfoSphere DataStage サーバー・エンジン・マシンにあり、ステージが参照するファ
イルの中に指定することができます。
DRS Connector ステージの中に手動で SELECT ステートメント・テキストを指定す
るには、「使用法」セクションの「読み取りモード」プロパティーを、「ユーザー
定義 SQL」値に設定する必要があります。その後、「使用法」セクションの「ステ
ートメント」プロパティーを使用してステートメント・テキストを指定できます。
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SELECT ステートメントの結果セットの中の列は、ステージの出力リンク上の列の名
前と一致している必要があります。例えば、SELECT ステートメントが列 C1 と C2
を持つデータベース表からデータを取り出す場合、ステージの出力リンクにも列 C1
と C2 が含まれている必要があります。
ステートメント・テキストを InfoSphere DataStageサーバー・マシン上のファイルに
保管する場合、ステージの中にそのファイルへの絶対パスを指定できます。そうす
ると、ステージは、実行時にそのファイルを開いて、ファイルからステートメント
を読み取ります。
DRS Connector ステージで SELECT ステートメントが含まれているファイルを指定
するには、「使用法」セクションにある「読み取りモード」プロパティーを「ユー
ザー定義 SQL ファイル」に設定する必要があります。その後、「使用法」セクシ
ョンの「ステートメント」プロパティーを使用してファイル・パスを指定できま
す。DRS Connector ステージの「ステートメント」プロパティーに「FILE=」また
は「{FILE}」接頭部が指定されている場合、ステージは、残りの値を SELECT ステ
ートメントが含まれるファイルへのパスとして扱います。これは、「読み取りモー
ド」プロパティーが「ユーザー定義 SQL ファイル」に設定されている場合だけでな
く、「ユーザー定義 SQL」に設定されている場合にも当てはまります。

配列読み取りモード
ステージは、実行時に照会を実行するとき、結果のデータ・セットのすべての行を
取り出して、それらを出力リンク上で送信します。
一度にデータベースから取り出す行数を指定できます。一度に複数の行を取り出す
場合、その処理は、バッチ読み取りまたは配列読み取りと呼ばれます。
配列サイズは、「使用法」プロパティー・セクションの「セッション」プロパティ
ーの下にある「配列サイズ」プロパティーを通じて指定されます。このプロパティ
ーの許容値は、1 から 999,999,999 です。デフォルト値は 2,000 です。値が 1 に
設定されると、バッチ読み取りモードまたは配列読み取りモードは、事実上使用不
可で、ステージは、データベースから、一度に 1 行を取り出します。

データベースへのデータの書き込み
データベースにデータを書き込むようにステージを構成するには、ステージで 1 つ
以上の入力リンクを定義し、各リンクを、データベースに対して必要な書き込み処
理を実行するように構成する必要があります。

このタスクについて
ジョブが実行されると、各入力リンクに対して、ステージは、ジョブの中のアップ
ストリームのステージから受け取った行を準備し、それをデータベースに書き込み
ます。
ステージに複数の入力リンクが定義されている場合、すべてのリンクは同じデータ
ベースにデータを書き込む必要があります。データベース接続定義はステージ全体
に適用され、個別のリンクに対して指定することはできません。
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次の図は、データをデータベースに書き込むように構成された、パラレル・ジョブ
の中の DRS Connector ステージ (DRS_Connector_2) を示します。データ・レコー
ドはファイル (Sequential_File_0) から読み取られ、Transformer ステージ
(Transformer_1) に渡されます。そして、変換されたデータは、DRS Connector ス
テージの 2 つの別々のリンク上に異なるフォーマットで渡され、その後、例えば 2
つの異なる表に書き込むことができます。

書き込みモード
当該ステージは、データベースに対する書き込み処理がどのように実行されるかを
決定するさまざまな書き込みモードをサポートします。
書き込みモードは、「使用法」セクションにある「書き込みモード」プロパティー
で指定されます。
特定の書き込みモードでは、ステージは、ターゲット表の中で、入力リンクで受け
取る入力行と一致する行を特定する必要があります。ターゲット表の中の行は、リ
ンク上のキー列としてマークが付けられた列について入力行と同じ値を持つ場合
に、入力行と一致するとみなされます。入力リンク上の少なくとも 1 つの列が、こ
れらの書き込みモードのキー列としてマークが付けられている必要があります。
次の書き込みモードがサポートされます。
行の挿入
表の既存の内容を保持したまま、行は表に挿入されます。このモードはデフ
ォルトの書き込みモードです。
行削除のみ
ステージは、ステージが入力リンクで受け取った行と一致する、ターゲット
表の行を削除します。
既存の行を完全に置換
ステージは、ステージが入力リンクで受け取った行と一致する、ターゲット
表のすべての行を削除し、リンクから表に行を挿入します。
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既存の行を更新
ステージは、ステージが入力リンクで受け取った行と一致する、ターゲット
表のすべての行を更新します。表内の一致する行で、リンク上のキー列とし
てマークが付けられていない列の値は、入力行からの値で更新されます。表
の中で一致が見つからない入力行は無視されます。
既存の行を更新または新規行を挿入
このモードは、表で一致が見つからない入力行が無視されずに表に挿入され
ることを別にすれば、更新モードと同じです。このモードと「既存の行を完
全に置換」モードとの違いは、入力行が表内の複数一致をもたらす場合のシ
ナリオに現れます。リンク上のキー列としてマークが付けられた列が、表の
実際の主キーやユニーク制約に必ずしも対応する必要がないため、複数の一
致が発生する可能性があります。1 つの入力行に対して複数の一致が見つか
ると、「既存の行を完全に置換」モードでは一致するすべての行がその単一
入力行で置換されますが、このモードではすべての既存の行が入力行からの
値で更新されます。
新規行を挿入または既存の行を更新
ステージは最初に、各入力行をデータベースに挿入しようとします。ユニー
ク制約違反のために挿入処理が失敗すると、コネクターは更新処理を実行
し、表の、入力行と一致するすべての行は更新されます。
新規の行のみを挿入
これは、挿入によってユニーク制約違反が発生した行に対してコネクターが
その後の更新処理を実行しないことを別にすれば、「新規行を挿入または既
存の行を更新」モードと同じです。
すべての行を削除
表の全部の内容が削除され、すべての入力行は無視されます。したがって、
このモードに構成されたステージを含むジョブでは、結局レコードは無視さ
れるため、通常、ステージにまったくレコードが送信されないか、あったと
してもせいぜいごくわずかなレコードしか実際には送信されません。
バルク挿入
ステージは、バックエンド・データベースが提供するネイティブのバルク・
ロード・サポートを利用して、行を表にロードします。バルク・ロード・イ
ンターフェースがデータベースによってサポートされている場合、通常、そ
のインターフェースを使用してデータをデータベースに書き込む方が、標準
の INSERT SQL ステートメントを実行して書き込むよりも高速です。
この書き込みモードは、バルク・ロード・インターフェースを提供するデー
タベース・タイプに対してのみサポートされます。これは、ODBC データ
ベース・タイプにはサポートされていません。
注: ODBC ドライバーによっては、バルク・ロード・モードでデータをデー
タベースに書き込むように構成できるものもあります。
ユーザー定義 SQL
ステージは、ユーザーが指定する SQL ステートメントまたは SQL ステー
トメントのセットを実行します。
ユーザー定義 SQL ファイル
これは、ステートメントがステージで直接指定されるのではなく、
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InfoSphere DataStage サーバー・マシンにあるファイル内で指定されるとい
うことを別にすれば、「ユーザー定義 SQL」モードと同じです。
ステージがデータベースに行を書き込むための SQL ステートメントを自動的に作
成するときに、生成されるステートメントの中で、指定された表名と列名を参照し
ます。多くのデータベースは、たとえステートメント内の表名と列名の実際の値に
大/小文字混合が使用されていても、それらを大文字の値として扱います。指定され
た表値および列値の中の大/小文字を保持するには、生成されるステートメントに挿
入する前にデータベースの引用識別文字でこれらの値を自動的に囲むように、ステ
ージを構成できます。引用識別文字は、通常は、二重引用符です。
指定された表名および列名の大/小文字を保持するために、「使用法」セクションの
「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定することができます。デ
フォルト値は「いいえ」です。

データベースへのデータの書き込みのためのユーザー定義 SQL ス
テートメント
場合によっては、自動的に生成された INSERT、UPDATE、および DELETE のステ
ートメントがデータベースに対してコネクターに実行させたい書き込み処理に適切
でないこともあります。このような場合は、INSERT、UPDATE、および DELETE
のステートメントを手動で入力することができます。
自動生成のステートメントではなく、ユーザー指定の SQL ステートメントを DRS
Connector ステージが実行するように構成するには、「使用法」セクションの「書き
込みモード」プロパティーを「ユーザー定義 SQL」に設定する必要があります。
DRS Connector ステージでは、「使用法」セクションの「SQL」カテゴリーの「ス
テートメント」プロパティーに、ステートメントを指定する必要があります。
指定されるステートメントには、ステージが入力リンクの列に関連付けるバイン
ド・パラメーターを使用する必要があります。バインド・パラメーターは、疑問符
(?) として指定されます。そして、ステージは、バックエンド・データベースによっ
て使用されるバインド・パラメーターの構文に従うように、内部で疑問符(?) を変換
します。複数のステートメントが指定された場合、疑問符 (?)とリンク列の関連付け
は、それぞれのステートメントで別々に実行されます。
DRS Connector ステージは、バインド・パラメーターの InfoSphere DataStage 構文
もサポートします。この構文では、バインド・パラメーターを示すために
ORCHESTRATE キーワードを使用します。この場合、パラメーターは、リンク上の
列を直接参照します。各パラメーターは、ORCHESTRATE.param_name の形式で指
定します。ここで、param_name は、そのパラメーターに関連付けられる必要のある
リンク上の列に対応します。
次のいずれかの組み合わせでステートメントを指定できます。
1 つの INSERT ステートメント
ステージは、ステートメント内の疑問符 (?) パラメーターとリンク上の列を
同じ順序で関連付けます。最初の疑問符 (?) は、リンク上の 1 番目の列に
関連付けられ、2 番目の疑問符 (?) は、リンク上の 2 番目の列に関連付け
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られ、以下同様に関連付けられます。この場合、ステージは、INSERT ステ
ートメントが手動で指定される以外、「挿入」モードに構成されたときとま
ったく同様に作動します。
1 つの UPDATE ステートメント
ステージは、ステートメントの WHERE 節にある疑問符 (?) を、リンク上の
キー列としてマークが付けられた列に関連付けます。 WHERE 節にある最初
の疑問符 (?) は、リンク上の 1 番目のキー列に関連付けられ、2 番目の疑
問符 (?) は、2 番目のキー列に関連付けられ、以下同様に関連付けられま
す。ステートメントの SET 節にある疑問符 (?) は、リンク上のキー列のマ
ークが付いていない列に関連付けられます。また、SET 節にある最初の疑
問符 (?) は、リンク上の 1 番目の非キー列に関連付けられ、2 番目の疑問
符 (?) は、2 番目の非キー列に関連付けられ、以下同様に関連付けられま
す。この場合、ステージは、UPDATE ステートメントが手動で指定される
以外、「一致する行を更新」モードに構成されたときとまったく同様に作動
します。
1 つの DELETE ステートメント
ステージは、ステートメントの WHERE 節にある疑問符 (?) を、リンク上の
キー列としてマークが付けられた列に関連付けます。 WHERE 節にある最初
の疑問符 (?) は、リンク上の 1 番目のキー列に関連付けられ、2 番目の疑
問符 (?) は、2 番目のキー列に関連付けられ、以下同様に関連付けられま
す。キー列のマークが付いていないリンク列は無視されます。この場合、ス
テージは、DELETE ステートメントが手動で指定される以外、「一致する
行を削除」モードに構成されたときとまったく同様に作動します。
INSERT ステートメントの後に UPDATE ステートメント
2 つのステートメントは、セミコロン文字で区切られます。この場合、ステ
ージは、ステートメントが手動で指定される以外、「挿入してから更新」書
き込みモードに構成されたときとまったく同様に作動します。
UPDATE ステートメントの後に INSERT ステートメント
2 つのステートメントは、セミコロン文字で区切られます。この場合、ステ
ージは、ステートメントが手動で指定される以外、「更新してから挿入」書
き込みモードに構成されたときと同様に作動します。
DELETE ステートメントの後に INSERT ステートメント
2 つのステートメントは、セミコロン文字で区切られます。この場合、ステ
ージは、ステートメントが手動で指定される以外、「削除してから挿入」書
き込みモードに設定されたときと同様に作動します。
ステートメントの任意の組み合わせ
ステージは、別々にそれぞれのステートメントを実行します。
ただし、DRS Connector ステージが Oracle データベース・タイプ用に構成
されている場合は、この組み合わせはサポートされますが、ステージはステ
ートメントを個別には実行しません。代わりに、ステージは、すべての入力
行に対して、単一の無名 PL/SQL ブロックとしてステートメントを実行し
ます。また、この場合、配列の書き込みモードは使用できず、入力行に
PL/SQL ブロック・ステートメントが実行されて、1 つずつデータベースに
送信されます。
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SQL ステートメントをステージに直接指定することに加えて、InfoSphere DataStage
サーバー・マシン上のファイルにステートメントを保管し、このファイルを参照す
るようにステージを構成できます。そのファイルへの絶対パスをステージの中に指
定します。
DRS Connector ステージをファイルからステートメントを読み取るように構成する
には、「使用法」セクションの「書き込みモード」プロパティーを「ユーザー定義
SQL ファイル」に設定する必要があります。その後、「使用法」セクションの「ス
テートメント」プロパティーを使用して、「ユーザー定義 SQL ファイル」のファイ
ル・パスを指定できます。DRS Connector ステージの「ステートメント」プロパテ
ィーに「FILE=」または「{FILE}」接頭部が指定されている場合、ステージは、残り
の値をユーザー定義 SQL ステートメントが含まれるファイルへのパスとして扱い
ます。これは、DRS Connector の「書き込みモード」プロパティーが「ユーザー定
義 SQL ファイル」に設定されている場合だけでなく、「ユーザー定義 SQL」に設
定されている場合にも当てはまります。

配列書き込みモード
ステージは、入力行をデータベースに配列 (バッチ) モードで送信するように構成で
きます。
この場合、行は 1 つずつデータベースに送信されるのではなく、ステージによって
メモリー内に配列構造でバッファリングされ、配列がいっぱいになると、(または入
力に行がなくなると、) 一度に配列全体がデータベースに送信されます。配列のサ
イズを指定できます。
DRS Connector ステージでは、書き込み配列サイズは、「使用法」セクションの
「セッション」カテゴリーの下の「配列サイズ」プロパティーで指定されます。デ
フォルト値は 2,000 です。値は 1 から 999,999,999 の間でなければなりません。
1 に設定すると、配列書き込みモードは事実上使用不可で、行は 1 つずつデータベ
ースに送信されます。

バルク・ロード書き込みモード
当該ステージを使用してデータをターゲット・データベースにロードすることがで
きます。これを行うには、データベースが提供するネイティブのバルク・ロード・
インターフェースを使用します。
データベースの間でバルク・ロード・インターフェースはかなり異なるため、ロー
ド処理の構成に使用されるプロパティーもかなり異なります。
ステージにバルク・ロード・モードが選択され、データベース・タイプにジョブ・
パラメーターが使用されている場合、ステージ・インターフェースでは、バルク・
ロードがサポートされているすべてのデータベース・タイプについてロード・プロ
パティーを指定することができます。ジョブが開始され、使用される実際のデータ
ベース・タイプを指定すると、そのデータベース・タイプのバルク・ロード・プロ
パティーが有効になり、残りのデータベース・タイプのバルク・ロード・プロパテ
ィーは無視されます。そのように、ジョブが実際に開始されるまで使用するデータ
ベース・タイプの決定を遅らせるオプションを保持したまま、さまざまなデータベ
ース・タイプの専用のバルク・ロード・インターフェースを利用することができま
す。
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DRS Connector ステージは、Informix データベース、Microsoft SQL Server データ
ベース、および Sybase データベースへのデータのバルク・ロードは行えません。
ただし、ODBC を通じて Informix にアクセスするように DRS Connector ステージ
を構成することができ、バルク・ロード・モードを使用してデータを表に書き込む
ように ODBC DSN を構成することができます。
ステージが、ロード処理のデータ・ファイルと制御 (構成) ファイルを作成するよう
に構成されている場合、これらのファイルは、「作業ディレクトリー」プロパティ
ーに指定されたディレクトリーに作成されます。 DRS Connector ステージでは、こ
のプロパティーは、「使用法」セクションの「バルク・ロード・オプション」カテ
ゴリーの下にあります。

IBM DB2 へのデータのロード
以下のプロパティーは、ステージが IBM DB2 データベース・タイプ用に構成され
たときに、バルク・ロード処理をカスタマイズするために設定できるプロパティー
です。
ロード方式
ターゲット表にロードされるデータをデータベースに提供するために使用す
るメカニズムを指定します。次の値がサポートされます。
順次ファイル
コネクターはファイルにデータを保管します。そのファイルから、
ローダーはデータをデータベースにロードします。
名前付きパイプ
デフォルトです。コネクターはローダーに直接データを送信しま
す。
直ちにロード
ジョブの実行時にデータをロードするか、後でロードするためにデータをフ
ァイルに保管データするかを指定します。許容値は「はい」と「いいえ」で
す。デフォルトは「はい」で、これは、ジョブの実行時にデータをロードす
ることを意味します。
中間データ・ファイルを削除
ロード処理が完了した後、データ・ファイルを削除するかどうかを指定しま
す。このプロパティーは、「ロード方式」プロパティーが「順次ファイル」
に設定されている場合にのみ適用できます。
サポートされる値は、「はい」と「いいえ」です。
デフォルト値は「はい」で、これは、データがロードされた後、データ・フ
ァイルが削除されることを意味します。
データ・フォーマット
このプロパティーは、「ロード方式」プロパティーが「順次ファイル」に設
定されている場合に、データ・ファイルで使用するデータ・フォーマットを
指定します。
サポートされる値は次のとおりです。
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区切り文字で区切られていない ASCII フォーマット
固定長フォーマットで指定された値が入った ASCII データ・ファ
イル。
この値はデフォルト値です。
区切り文字で区切られている ASCII フォーマット
値のセパレーターとして区切り文字が入った ASCII データ・ファ
イル。
LOB パス
ターゲット表にロードされる必要のある LOB 値が含まれたデータ・ファイ
ルのディレクトリーへのパスを指定します。デフォルト値はありません。
ファイル・タイプ修飾子オプション
MODIFY ロード・パラメーターに提供される修飾子オプション (フリー・
フォーム・テキストとして) を指定します。
ステージにはデフォルト値は使用されません。デフォルトは空ストリングで
す。
プロンプトなしでロード
指定されたデータ・ファイルのリストにロードする必要のあるすべてのファ
イルが含まれていることと、リストされているデバイスまたはディレクトリ
ーでロード処理全体に十分対応できることを指定します。サポートされる値
は、「はい」と「いいえ」です。
デフォルト値は「はい」です。これは、提供されたデータ・ファイルのリス
トがロード処理を完了するのに十分であることを示します。
ロード・モード
データをロードするときに使用するモードを指定します。
サポートされる値は次のとおりです。
挿入

表内の既存のデータを変更せずに、新規データを表に追加します。

置換

表内のデータをすべて削除してから、新規データをロードします。
この値はデフォルト値です。

再実行 前のロード処理が中断された後、ロード処理を再実行します。
終了

前に中断されたロード処理を終了します。

保存カウント
整合点を確立する前にロードする行数を指定します。デフォルト値の 0
は、ロード・ユーティリティーによって必要と判断されない限り、整合点は
確立されないことを指定するために使用されます。
行カウント
ロードする初期の合計行数を指定します。デフォルト値の 0 は、入力デー
タ・ファイルのすべての行がロードされることを指定します。
再実行カウント
行のロードを開始する前にスキップする行数を指定します。このプロパティ
ーは、前のロードが、いくつかのレコードがターゲット表に対してコミット
された状態で失敗した場合に使用する必要があります。
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デフォルト値の 0 は、どのレコードもスキップせずに、ロードを最初の行
から開始することを指定します。
再実行フェーズ
ロード処理を再実行するフェーズを指定します。「ロード・モード」プロパ
ティーに「挿入」値または「置換」値が指定されている場合は、「ビルド」
または「削除」は指定しないでください。
サポートされる値は次のとおりです。
ロード ロード・フェーズで処理を開始します。
ビルド ビルド・フェーズで処理を開始します。
削除

削除フェーズで処理を開始します。

警告カウント
警告の数がその数に達した後にロード処理を停止する警告の数を指定しま
す。デフォルト値は 0 で、これは、報告された警告数にかかわらず、ロー
ド処理を続行することを意味します。
索引モード
索引を再作成するか、索引を増加的に拡張するかを指定します。サポートさ
れる値は次のとおりです。
自動選択
ロード・ユーティリティーは、最適なオプションを自動的に選択し
ます。
この値はデフォルト値です。
「再作成」
ロードの後、索引は再作成されます。
増分

ロードの間に、索引は保守されます (増加的に作成)。

遅延

決定は延期されます。

ロード・メッセージ・ファイル名
ロード処理時の警告メッセージとエラー・メッセージの保管に使用するロー
カル・ファイルのパスを指定します。
デフォルト値はありません。
一時ファイル・ディレクトリー
DB2 がロード処理のために作成する一時ファイルの保管に使用する、ディ
レクトリーのパスを指定します。
例外表名
エラーの行を挿入する表の名前を指定します。
デフォルト値はありません。
統計

表について収集する統計のタイプ。
「ロード・モード」プロパティーが「挿入」または「置換」に設定されてい
る場合は、統計の収集はサポートされません。
サポートされる値は次のとおりです。
表の統計
表の統計が収集されます。
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表と索引の統計
表と索引の統計が収集されます。
索引の統計
索引の統計が収集されます。
表および分散統計
表および分散統計が収集されます。
表、分散統計、基本索引
表、分散、および基本的な索引の統計が収集されます。
索引の拡張統計のみ
拡張索引の統計が収集されます。
索引の拡張統計、基本表統計
拡張索引の統計および基本的な表の統計が収集されます。
すべての統計
すべての統計が収集されます。
統計なし
統計は収集されません。
この値はデフォルト値です。
リカバリー不能ロード
データ・ロード処理のトランザクションがリカバリー不能かどうかを指定し
ます。サポートされる値は、「はい」と「いいえ」です。デフォルト値の
「はい」は、データ・ロード処理がリカバリー不能であること、つまりロー
ドされたデータは後続のロールフォワード処理でリカバリーできないことを
示します。
データ・バッファー・サイズ
ロード・ユーティリティー内でデータ転送に使用するバッファーの 4 KB
のページ数を指定します。デフォルト値の 0 は、ロード・ユーティリティ
ーが自動的に最適な値を決定することを指定します。
ソート・バッファー・サイズ
「索引モード」プロパティーが値「遅延」に設定されていない場合に、ロー
ド・ユーティリティーの中で索引キーのソートに使用するバッファーの 4
KB のページ数を指定します。デフォルト値の 0 は、ロード・ユーティリ
ティーが自動的に最適な値を決定することを指定します。
CPU 並列処理
表オブジェクトの作成時に、レコードの解析、変換、およびフォーマット設
定のためにロード・ユーティリティーによって作成されるプロセスまたはス
レッドの数を指定します。デフォルト値の 0 は、ロード・ユーティリティ
ーが、現行環境に基づいて自動的に最適な CPU 並列処理値を選択すること
を指定します。
ディスク並列処理
表スペース・コンテナーにデータを書き込むためにロード・ユーティリティ
ーが作成するプロセスまたはスレッドの数を指定します。デフォルト値の 0
は、ロード・ユーティリティーが、現行環境に基づいて自動的に最適なディ
スク並列処理値を選択することを指定します。
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ロード・データをコピー
ロードしたデータのコピーを保存するかどうかを指定します。
サポートされる値は次のとおりです。
いいえ コピーは作成されません。これはデフォルト値です。
はい

ユーザー指定のライブラリーによって、コピーが作成されます。

はい。Tivoli® Storage Manager を使用
Tivoli Storage Manager を使用して、コピーが作成されます。
コピー先デバイスまたはディレクトリー名
ロードしたデータのコピーの保存先のデバイスまたはディレクトリーの名前
を指定します。デフォルト値はありません。このプロパティーは、「ロー
ド・データをコピー」プロパティーが値「いいえ」に設定されていない場合
に適用できます。
コピーするライブラリー名
ロードしたデータのコピーの保存に使用されるバックアップとリストアの
I/O 関数を含んだ共有ライブラリーの名前を指定します。デフォルト値はあ
りません。このプロパティーは、「ロード・データをコピー」プロパティー
が値「はい」に設定されている場合に適用できます。
許可するアクセス・モード
データがロードされるターゲット表に対して、他のアプリケーションが許可
されるアクセス・レベル。
サポートされる値は次のとおりです。
アクセス不可
ロード・ユーティリティーは、ロードの間、排他的アクセスで表を
ロックします。
読み取りアクセス
ロード・ユーティリティーは、ロードの間、他のアプリケーション
が表からデータを読み取ることができるように、共有アクセス・モ
ードで表をロックします。
読み取りアクセス用表スペース
索引を再作成する場合、オプションで、使用する表スペースを指定します。
指定された表スペースに索引のシャドー・コピーが作成され、その後、ロー
ドの最後に、元の表スペースにコピーされます。
デフォルト値はありません。
保全性設定ペンディング・カスケード
すべての下層表に、自動的に保全性ペンディング状態を設定するかどうかを
指定します。
サポートされる値は次のとおりです。
遅延

ロード済みの表のみが、保全性ペンディング状態に置かれます。
この値はデフォルト値です。

直ちに 外部キー制約の保全性ペンディング状態が即時にすべての下層外部
キー表に拡張されます。
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LOCK WITH FORCE
ロード処理に必要なロックを取得するために、ロード・ユーティリティー
が、ターゲット表に競合するロックをかけている他のアプリケーションを強
制的にオフにできるかどうかを指定します。サポートされる値は、「はい」
と「いいえ」です。デフォルト値は「はい」です。
パーティション・データベース構成
データが複数のデータベース・パーティションに分散された表にロードされ
るかどうかを指定します。サポートされる値は、「はい」と「いいえ」で
す。
デフォルト値は「いいえ」です。
出力パーティション番号
データのロード先のデータベース・パーティションのコンマ区切りのリスト
を指定します。リストは括弧で囲む必要があります。ワード「to」は、単一
パーティションではなく、複数のパーティションを範囲で指定する場合に使
用できます。例えば、(0, 2 to 10, 15) です。
デフォルト値はありません。
パーティション化パーティション番号
分散プロセスで使用されるデータベース・パーティションのコンマ区切りの
リストを指定します。リストは括弧で囲む必要があります。ワード「to」
は、単一パーティション番号ではなく、複数のパーティション番号を範囲で
指定する場合に使用できます。例えば、(0, 2 to 10, 15) です。
デフォルト値はありません。
パーティション・エージェントの最大数
ロード・セッション内のパーティション・エージェントの最大数を指定しま
す。
デフォルト値は 25 です。
パーティション・エラー分離モード
個々のデータベース・パーティションで発生するエラーを処理するためのモ
ードを指定します。
サポートされる値は次のとおりです。
セットアップ時のエラーのみ
セットアップ時のエラーのみ処理します。
ロード時のエラーのみ
ロード時のエラーのみ処理します。
この値はデフォルト値です。
セットアップ時とロード時のエラー
セットアップ時とロード時のエラーを処理します。
分離しない
分離レベル・エラーを処理しません。
状況間隔
進行状況メッセージを発行する前にロードするデータの量をメガバイトで指
定します。
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有効な値は、1 から 4000 までの範囲です。
デフォルト値は 100 です。
ポート範囲
内部通信のためのソケットの作成に使用する TCP ポートの範囲を指定しま
す。フォーマットは (lower-port,higher-port) です。
デフォルト値は 6000,6063 です。
切り捨てチェック
入出力でのデータ切り捨てを検査するかどうかを指定します。
有効な値は、「はい」と「いいえ」です。
デフォルト値は「いいえ」です。
トレース・レコード番号
データ変換プロセスのダンプとハッシュ値の出力の見直しが必要な場合に、
トレースするレコードの数を指定します。
デフォルト値は 0 です。
分散ファイル名
ロード・ユーティリティーが生成するデータベース・パーティション分散フ
ァイルの名前を指定します。値が指定されなければ、ファイルは生成されま
せん。
デフォルト値はありません。
分散マップ・ヘッダーを省略
分散ファイルに分散マップ・ヘッダーが組み込まれないようにするかどうか
を指定します。
サポートされる値は、「はい」と「いいえ」です。
デフォルト値は「いいえ」です。
統計パーティション番号
ステージが統計を収集するように構成されている場合に、統計を収集するパ
ーティションの数を指定します。値 -1 は、出力データベース・パーティシ
ョン・リスト内の最初のデータベース・パーティションの統計を収集するこ
とを指定します。
デフォルト値は -1 です。

Oracle へのデータのロード
以下のプロパティーは、ステージが Oracle データベース・タイプ用に構成されたと
きに、バルク・ロード処理をカスタマイズするために設定できるプロパティーで
す。
スキーマ名
ターゲット表が置かれているスキーマ (オーナー) の名前を指定します。
デフォルト値はありません。
値が指定されなければ、表は現在接続されているユーザーのスキーマにある
とみなされます。
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パーティション名
データのロード先の表パーティションの名前を指定します。
デフォルト値はありません。
値が指定されなければ、データは、表全体にロードされます。
バッチ・サイズ
バッチ入力レコードの最大数を指定します。
デフォルト値は 100 です。
ロード・モード
ターゲット表にデータをロードするために使用する方式を指定します。
サポートされる値は次のとおりです。
自動

ダイレクト・パス Oracle インターフェースを使用して、データを
直接ターゲット・データベース表にロードします。

手動

後で、Oracle SQL*Loader ユーティリティーを使用したロードの実
行に使用できる、Oracle SQL*Loader 制御ファイルとデータ・ファ
イルを作成します。

制御ファイル名
「ロード・モード」プロパティーが値「手動」に設定された場合にステージ
が作成する Oracle SQL*Loader 制御ファイルの名前を指定します。
デフォルト値はありません。
データ・ファイル名
「ロード・モード」プロパティーが「手動」に設定された場合にステージが
作成する Oracle SQL*Loader データ・ファイルの名前を指定します。
デフォルト値はありません。
末尾ブランクを保持
入力テキスト値の中の末尾のブランクを、保持するか切り捨てるかを指定し
ます。
サポートされる値は次のとおりです。
はい

末尾のブランクを保持します。
この値はデフォルト値です。

いいえ 末尾のブランクを切り捨てます。
大/小文字が区別される列名
入力リンクの列名を、大/小文字を区別する値として扱うかどうかを指定し
ます。
このプロパティーに指定された値は、「使用法」セクションの下の「識別子
を引用符で囲む」プロパティーに指定された値よりも優先されます。
サポートされる値は次のとおりです。
はい

列名は、大/小文字を区別する値として扱われる必要があります。

いいえ 入力リンクの列名の中のすべての文字は、大文字として扱われる必
要があります。
この値はデフォルト値です。
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手動ロード・モードでは、ステージは、データをデータベース表に直接書き込みま
せん。代わりに、Oracle SQL*Loader によってデータを表にロードするために使用
する Oracle SQL*Loader 制御ファイルとデータ・ファイルを作成します。これらの
2 つのファイルのフォーマットは、ステージによって内部で決定され、製品の将来
のリリースで変わる可能性があります。このため、これらのファイルの現行フォー
マットを基にしてジョブをデザインすることは推奨されません。
制御ファイル名が指定されなければ、ステージは、指定された Oracle サービス名、
下線文字、データのロード先の表の名前、そして .ctl 拡張子から成る制御ファイ
ル名を作成します。
データ・ファイル名が指定されなければ、ステージは、同じロジックを使用してデ
ータ・ファイル名を作成します。ただし、ファイル名拡張子として、.ctl ではな
く、.dat が使用されます。

データベース・ルックアップ処理
入力レコード (キー・レコードと呼ばれる) ごとにデータベースに対してルックアッ
プ処理を完了し、そのレコードが指定する基準と一致する行を返すように、ステー
ジを構成することができます。
ルックアップ処理は、WHERE 節を含んだパラメーター化された SELECT ステートメ
ントを実行することによって行われます。この WHERE 節には、ルックアップのキ
ー・レコードとなるレコード内のキー列としてマークが付けられた列に関連付けら
れるパラメーターが指定されます。
サーバー・キャンバス上でデータベース・ルックアップ用にジョブを構成するため
には、Transformer ステージをデータベース・ステージと組み合わせて使用する必要
があります。 Transformer ステージには、ルックアップ照会の入力として使用され
るキー・レコードが入ってくる入力リンクがあります。また、Transformer ステージ
には、データベース・ステージから入ってくる 1 つ以上の参照リンクもあります。
データベース・ステージには、このリンクで入力キー・レコードが提供されます。
各入力キー・レコードに対して、データベース・ステージは、キー・レコード値を
WHERE 節で使用して、パラメーター化された SELECT ステートメントを実行し、対
応する一致レコードを Transformer ステージに提供します。その後、レコードは
Transformer ステージによって処理され、1 つ以上の出力リンクに送られて、ジョブ
内のダウンストリームのステージでさらに処理されます。
場合によっては、SELECT ルックアップ・ステートメントは複数のレコード一致を返
すことがあります。ユーザーは、これが発生したときにステージがメッセージをロ
グに記録するかどうかを指定できます。
DRS Connector ステージでは、これは、「ルックアップでの複数の一致に関する警
告を使用不可にする」プロパティーを使用して指定します。有効な値は次のとおり
です。
はい

警告メッセージはログに記録されません。

いいえ 警告メッセージはログに記録されます。
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次の図は、サーバー・ジョブ内のルックアップ処理用に構成された DRS Connector
ステージを示します。入力ファイル (Sequential_File_0) からのレコードは、
Transformer ステージ (Transformer_1) から DRS Connector ステージ
(DRS_Connector_3) にパススルーされます。DRS Connector ステージは、データベ
ースに対してルックアップ処理を実行するための入力として、レコードのキー列値
を使用します。ルックアップ処理の結果は、出力ファイル (Sequential_File_2) に書
き込まれます。

パラレル・キャンバス上のデータベース・ルックアップの構成は、サーバー・キャ
ンバス上の構成と類似しています。Transformer ステージの代わりに Lookup ステー
ジが使用されます。
次の図は、パラレル・ジョブ内のルックアップ処理用に構成された DRS Connector
ステージを示します。入力ファイル (Sequential_File_0) からのレコードは、データ
ベース・データに対してルックアップ処理を実行するためのキーとして使用されま
す。ノーマル・ルックアップの場合、ルックアップ処理は Lookup ステージ
(Lookup_1) によって実行されます。スパース・ルックアップ・モードの場合、ルッ
クアップ処理は DRS Connector ステージ (DRS_Connector_3) によって実行されま
す。ルックアップ処理の結果は、出力ファイル (Sequential_File_2) に書き込まれま
す。
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パラレル・キャンバスでは次の 2 つのルックアップ・モードがサポートされ、DRS
Connector ステージの「ルックアップ・タイプ」プロパティーで指定できます。
ノーマル・ルックアップ (メモリー内ルックアップ)
DRS Connector ステージの中で、パラメーター化されていない SELECT ステ
ートメントを使用します。ステージは、このステートメントをジョブ実行中
に 1 回だけ実行し、結果を Lookup ステージに送信します。 Lookup ステ
ージは、すべての結果をメモリーに保管します。Lookup ステージの入力リ
ンクに入ってくる各キー・レコードについて、Lookup ステージは、メモリ
ー内のデータに対してルックアップ処理を実行し、一致を検出します。一致
条件を満たす行は、出力リンクからダウンストリームのステージに送信され
ます。このタイプのルックアップは、システム・メモリーに収まることがで
きる小さなデータベース表に適しています。この場合、各入力キー・レコー
ドに対するルックアップ処理はメモリー内で実行され、データベースとの間
の往復は必要ありません。
スパース・ルックアップ (直接ルックアップ)
パラメーター化された SELECT ステートメントを、入力キー・レコード内の
キー列としてマーク付けされた列に対応する WHERE ステートメント節か
らのステートメント・パラメーターと一緒に使用します。各入力キー・レコ
ードが Lookup ステージに入ってくるたびに、パラメーター化された
SELECT ステートメントが実行されて、そのキー・レコード用に作成された
WHERE 節を満足するレコードがデータベースから取り出されます。このタイ
プのルックアップは、データベース表全体をメモリーに保管することが不可
能であるか現実的ではない、非常に大きなデータベース表に適しています。
スパース・ルックアップ処理のパフォーマンスを上げるために、ルックアッ
プの実行に使用されるパラメーター化された SELECT ステートメントの中
で、キー列 (WHERE 節パラメーター) として使用される列に索引を定義する
ことをお勧めします。
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パラレル・ジョブでのみ、スパース・ルックアップ方式を使用することがで
きます。

実行時のデータベース表の作成、ドロップ、および削除
データ行をデータベースに書き込む前にデータベース表の作成、置換、または切り
捨てを行うようにステージを構成することができます。
表に対する次のアクションがサポートされています。
追加

ステージが参照する表が既にデータベース内に存在している必要がありま
す。
これは、表のデフォルトのアクションです。
DRS Connector ステージでは、この表のアクションは、「使用法」セクショ
ンの「表のアクション」プロパティーの下の「表の作成」プロパティーを
「いいえ」に設定することで指定されます。

作成

ステージは、データベース内に表を作成します。
指定された表名および入力リンク上の列定義から、ステージによって自動的
に CREATE TABLE ステートメントが生成されます。
DRS Connector ステージでは、この表のアクションは、「使用法」セクショ
ンの「表のアクション」プロパティーの下の「表の作成」プロパティーを
「はい」に設定し、「表のドロップ」プロパティーを「いいえ」に設定する
ことで指定されます。

置換

表が存在する場合、ステージはデータベースから表をドロップして、表を再
度作成します。
指定された表名および入力リンク上の列定義から、ステージによって自動的
に CREATE TABLE ステートメントと DROP TABLE ステートメントが生成され
ます。
DRS Connector ステージでは、この表のアクションは、「使用法」セクショ
ンの「表のアクション」プロパティーの下の「表の作成」プロパティーと
「表のドロップ」プロパティーを「はい」に設定することで指定されます。

削除

ステージは、表に新しい行を書き込む前に、表からすべての行を削除しま
す。
DRS Connector ステージでは、この表のアクションは、「使用法」セクショ
ンの「表のアクション」プロパティーの下の「表の削除」プロパティーを、
次のいずれかの値に設定することで指定されます。
はい

ステージは、DELETE TABLE ステートメントを生成して実行します。

切り捨て
選択されたデータベース・タイプで表の切り捨てがサポートされて
いる場合は、ステージは TRUNCATE TABLE ステートメントを生成し
て実行します。
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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。
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。
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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・タイプのサポート
さまざまなデータベースが専用のデータ・タイプをサポートします。ステージは、
これらのデータ・タイプを、ステージ・リンクの列に指定された InfoSphere
DataStage データ・タイプに変換したり、その逆の変換を行ったりする必要がありま
す。
例えば、ステージがターゲット・データベースに表を作成するように構成されてい
る場合、ステージは、CREATE TABLE ステートメントを構成し、リンクの各列に対し
て、ターゲット表で使用されるデータ・タイプを指定します。InfoSphere DataStage
データ・タイプについて、一部はこのマッピングがサポートされ、一部はサポート
されません。
ジョブが実行され、ステージがデータをデータベースから読み取り、データをデー
タベースに書き込むときに、ステージは、データベースの列データ・タイプと、リ
ンク上の対応する列の InfoSphere DataStage データ・タイプとの間でデータを変換
する必要があります。以下のトピックでは、サポートされる各データベース・タイ
プのマッピングの詳細を説明します。
トピックには、ステージが CREATE TABLE ステートメントの構成時に InfoSphere
DataStage データ・タイプをターゲット・データベース・タイプにどのようにマップ
するかを示す変換表が含まれています。
変換表は、データベース表の列定義に応じて、リンクの列に使用する InfoSphere
DataStage データ・タイプを選択するときに、ガイドとして使用してください。特定
のデータベース・タイプについて、そのデータ・タイプが変換表の最後の列にリス
トされているかどうかを確認します。目的のデータベース・タイプが変換表にリス
トされていなければ、そのデータベース・データ・タイプに最も近い InfoSphere
DataStage タイプを選択します。リンク上の列の「長さ」、「スケール」、「拡
張」、および「NULL 可能」の各属性は、データベースの列定義と一致する値に設
定されていることを確認してください。
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空のリンクから始める場合、また、列タイプの選択がリンク上の他のステージによ
って影響されない場合は、リンク上の列を指定するために、InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナーで使用可能なメタデータ・インポート・ウィザードを使
用することをお勧めします。ウィザードによって、ターゲット表定義をメタデー
タ・リポジトリーにインポートできます。インポートしたら、表定義は、ステージ
のリンクに適用できます。これは、ステージ・ダイアログの「列」タブの「ロー
ド」ボタンをクリックして行うことができます。または、表定義を直接「リポジト
リー」ビューからリンクにドラッグ・アンド・ドロップして行うこともできます。
DRS Connector ステージで使用される表定義をインポートする場合の推奨ウィザー
ドは、「コネクター・インポート・ウィザード」です。
Decimal および Numeric データ・タイプのリンク列については、常に「長さ」属性
を指定する必要があります。この属性は、10 進数の精度を表します。「スケール」
属性は、10 進数の位取りを表し、これはオプションです。「スケール」属性が指定
されていなければ、スケールはゼロとみなされます。
DRS Connector ステージについては、次のトピックで説明するように特定のケース
で「長さ」を省略できますが、「長さ」値を指定することをお勧めします。

IBM DB2 データ・タイプのサポート
ジョブが実行されると、ステージは InfoSphere DataStage データ・タイプを IBM
DB2 データ・タイプにマップします。
表 8. InfoSphere DataStage データ・タイプから IBM DB2 データ・タイプへのマッピング
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

IBM DB2 列定義

BigInt

適用なし

適用なし

任意

BIGINT

Binary

n

適用なし

適用なし

CHAR(n) FOR BIT DATA1

Bit

適用なし

適用なし

適用なし

SMALLINT

Char

n

適用なし

ブランク

CHAR(n)1

Char

n

適用なし

Unicode

GRAPHIC(n)1

Date

適用なし

適用なし

適用なし

DATE

Decimal

p

s

適用なし

DECIMAL(p,s)

Double

p

適用なし

適用なし

DOUBLE

Float

p

適用なし

適用なし

FLOAT

Integer

適用なし

適用なし

任意

INTEGER

LongNVarChar

n

適用なし

適用なし

DBCLOB

LongVarBinary

n

適用なし

適用なし

BLOB

LongVarChar

n

適用なし

ブランク

CLOB

LongVarChar

n

適用なし

Unicode

DBCLOB

NChar

n

適用なし

適用なし

NCHAR(n)

NVarChar

n

適用なし

適用なし

VARGRAPHIC(n)1

Numeric

p

s

適用なし

DECIMAL(p, s)

Real

適用なし

適用なし

適用なし

REAL

SmallInt

適用なし

適用なし

任意

SMALLINT

Time

適用なし

s

任意

TIME
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表 8. InfoSphere DataStage データ・タイプから IBM DB2 データ・タイプへのマッピング (続き)
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

IBM DB2 列定義

Timestamp

適用なし

s

任意

TIMESTAMP

TinyInt

適用なし

適用なし

任意

SMALLINT

VarBinary

n

適用なし

適用なし

VARCHAR(n) FOR BIT DATA1

VarChar

n

適用なし

ブランク

VARCHAR(n)1

VarChar

n

適用なし

Unicode

VARGRAPHIC(n)1

表の注:
1. 「長さ」がブランクのままの場合、DRS Connector ステージは、長さは 32 であると想定します。

ODBC データ・タイプのサポート
ジョブが実行されると、ステージは InfoSphere DataStage データ・タイプをターゲ
ット・データベース・タイプにマップします。
実際のターゲット・データ・タイプは、当該 ODBC ドライバーに依存するため、複
数のデータ・タイプが表にリストされている場合があります。場合によっては、
ODBC ドライバーは、ステージが表の作成時に指定したターゲット・データ・タイ
プを受け入れません。例えば、Dynamic RDBMS ステージは、Binary ソース・デー
タ・タイプを CHAR(n) FOR BIT DATA ターゲット・データ・タイプにマップしま
すが、このデータ・タイプは、DB2 ドライバーには受け入れられますが、Oracle に
は受け入れられません。
データベースは、ステージによって指定されたデータ・タイプを受け入れることが
できますが、その後、内部で、より適したネイティブ・データ・タイプに変換しま
す。
汎用データ・タイプは、自動生成の CREATE TABLE ステートメントにステージが指
定するタイプです。このデータ・タイプからバックエンド・データベースの実際の
データ・タイプへのマッピングは、ODBC ドライバーによって実行されます。マッ
ピングがサポートされていなければ、CREATE TABLE ステートメントは失敗します。
表 9. InfoSphere DataStage データ・タイプから ODBC データ・タイプへのマッピング
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

汎用列定義

BigInt

適用なし

適用なし

任意

BIGINT、NUMBER

Binary

n

適用なし

適用なし

非サポート

Bit

適用なし

適用なし

適用なし

SMALLINT

Char

n

適用なし

ブランク

CHAR(n)

Char

n

適用なし

Unicode

CHAR(n)

Date

適用なし

適用なし

適用なし

DATE、TIMESTAMP、DATETIME

Decimal

p

s

適用なし

DECIMAL(p, s)

Double

p

適用なし

適用なし

DECFLOAT、NUMBER、FLOAT

Float

p

適用なし

適用なし

REAL、NUMBER

Integer

適用なし

適用なし

適用なし

INTEGER、INT、NUMBER

適用なし

VARCHAR(n)、VARCHAR2(n)
NTEXT、LONG

LongNVarChar
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表 9. InfoSphere DataStage データ・タイプから ODBC データ・タイプへのマッピング (続き)
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

汎用列定義

LongVarBinary

n

適用なし

適用なし

非サポート

LongVarChar

n

適用なし

ブランク

VARCHAR、VARCHAR2

LongVarChar

n

適用なし

Unicode

VARCHAR、VARCHAR2

NChar

n

適用なし

適用なし

CHAR(n)

NVarChar

n

適用なし

適用なし

VARCHAR(n)

Numeric

p

s

適用なし

DECIMAL(p, s)

Real

適用なし

適用なし

適用なし

REAL、NUMBER

SmallInt

適用なし

適用なし

任意

SMALLINT、NUMBER

Time

適用なし

任意

任意

TIME、TIMESTAMP、DATETIME

Timestamp

適用なし

任意

任意

TIMESTAMP、DATETIME

TinyInt

適用なし

適用なし

任意

TINYINT、SMALLINT、NUMBER

VarBinary

n

適用なし

適用なし

非サポート

VarChar

n

適用なし

ブランク

VARCHAR(n)、VARCHAR2(n)

VarChar

n

適用なし

Unicode

VARCHAR(n)、VARCHAR2(n)

Oracle データ・タイプのサポート
ジョブが実行されると、ステージは InfoSphere DataStage データ・タイプを Oracle
データ・タイプにマップします。
Oracle DATE データ・タイプは、年、月、日、時、分、秒をサポートします。一
方、InfoSphere DataStage Date データ・タイプは、年、月、および日の部分のみを
サポートします。 Oracle TIMESTAMP データ・タイプおよび InfoSphere DataStage
Timestamp データ・タイプは、年、月、日、時、分、秒、および小数桁秒をサポー
トします。
Oracle では、可変長の文字データ・タイプ (VARCHAR2、NVARCHAR2、CLOB、お
よび NCLOB など) の列に、空ストリング値は許可されません。InfoSphere
DataStage は空ストリング値をサポートします。 Oracle に空ストリング値が渡され
ると、Oracle は、その値を NULL 値としてデータベースに書き込みます。これは、
リンク上の列に NULL 可能属性を割り当てる場合に特に注意が必要です。例えば、
空ストリング値は、「NULL 可能」属性が「いいえ」に設定されているリンク列に
は有効ですが、NULL 値を許可しない Oracle 列 (NOT NULL とマークが付けられてい
る) では無効です。
固定長の文字データ・タイプ (CHAR および NCHAR など) の Oracle 列に値を書き
込む場合にも、同様の注意が必要です。これらの列に書き込むために空ストリング
値が Oracle に渡されると、Oracle は、値にスペースを埋め込みません。Oracle
は、その列に NULL 値を書き込みます。表列が NULL 値を許可しない場合、エラー
になります。
表 10. InfoSphere DataStage データ・タイプから Oracle データ・タイプへのマッピング
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

Oracle 列定義

BigInt

適用なし

適用なし

任意

NUMBER(19)
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表 10. InfoSphere DataStage データ・タイプから Oracle データ・タイプへのマッピング (続き)
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

Oracle 列定義

Binary

n

適用なし

適用なし

RAW(n)1

Bit

適用なし

適用なし

適用なし

NUMBER(5)

Char

n

適用なし

ブランク

CHAR(n)1

Char

n

適用なし

Unicode

NCHAR(n)2

Date3

適用なし

適用なし

適用なし

DATE

Decimal

p

s

適用なし

NUMBER(p,s)

Double

p

適用なし

適用なし

BINARY_DOUBLE

Float

p

適用なし

適用なし

BINARY_FLOAT

Integer

適用なし

適用なし

任意

NUMBER(10)

LongNVarChar

n

適用なし

適用なし

NCLOB

LongVarBinary

n

適用なし

適用なし

BLOB

LongVarChar

n

適用なし

ブランク

CLOB

LongVarChar

n

適用なし

Unicode

NCLOB

NChar

適用なし

任意

適用なし

NCHAR(1000)

NChar

n

適用なし

適用なし

NCHAR(n)2

NVarChar

n

適用なし

適用なし

NVARCHAR2(n)1

Numeric

p

s

適用なし

NUMBER(p,s)

Real

適用なし

適用なし

適用なし

BINARY_FLOAT

適用なし

適用なし

任意

NUMBER(5)

Time

4

適用なし

ブランク

ブランク

DATE

Time

4

適用なし

s

ブランク

TIMESTAMP(s)

Time

4

適用なし

ブランク

マイクロ秒

TIMESTAMP(6)

Time

4

適用なし

s

マイクロ秒

TIMESTAMP(s)

Timestamp

適用なし

ブランク

ブランク

DATE

Timestamp

適用なし

s

ブランク

TIMESTAMP(s)

Timestamp

適用なし

ブランク

マイクロ秒

TIMESTAMP(6)

Timestamp

適用なし

s

マイクロ秒

TIMESTAMP(s)

TinyInt

適用なし

適用なし

任意

NUMBER(3)

VarBinary

n

適用なし

適用なし

RAW(n)1

VarChar

n

適用なし

ブランク

VARCHAR2(n)5

VarChar

n

適用なし

Unicode

NVARCHAR2(n)1

SmallInt
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表 10. InfoSphere DataStage データ・タイプから Oracle データ・タイプへのマッピング (続き)
SQL タイプ

長さ

スケール

拡張

Oracle 列定義

表の注:
1. 「長さ」がブランクのままの場合、DRS Connector ステージは、長さは 2000 であると想定します。
2. 「長さ」がブランクのままの場合、DRS Connector ステージは、長さは 1000 であると想定します。
3. Oracle DATE 列または TIMESTAMP 列に書き込むために、入力リンクで InfoSphere DataStage Date タイプの列
が使用される場合、ターゲット値の時、分、および秒の部分は、午前 0 時に設定されます。このデフォルト動作
を変更するためには、CC_ORA_DEFAULT_DATETIME_TIME 環境変数を使用する必要があります。その形式は
HH:MI:SS です。ここで、HH は 24 時間表記の時を表し、MI は分、SS は秒を表します。環境変数が設定される
ときに、ステージは、ターゲット値のデフォルトの時、分、秒の部分に指定された値を使用します。Oracle
TIMESTAMP に書き込むときに、環境変数は、デフォルトの小数桁秒を指定するオプションを提供しません。小数
桁秒を制御できるようにするには、リンク上で InfoSphere DataStage Time 列または Timestamp 列を使用する必要
があります。
4. Oracle DATE 列または TIMESTAMP 列に書き込むために、入力リンクで InfoSphere DataStage Time タイプの列
が使用される場合、ターゲット値の月、日、および時の部分は、現在の日に設定されます (例外は、DRS
Connector ステージで書き込みモードがバルク・ロードでない場合で、その場合、デフォルトとしてゼロが使用さ
れます)。このデフォルト動作を変更するためには、CC_ORA_DEFAULT_DATETIME_DATE 環境変数を使用する必
要があります。その形式は YYYY-MM-DD です。ここで、YYYY、MM、DD は、それぞれ年、月、日を表しま
す。環境変数が設定されている場合、ステージは、指定されたデフォルト値をターゲット値の年、月、日の部分に
使用します。
5. 「長さ」がブランクのままの場合、DRS Connector ステージは、長さは 4000 であると想定します。

ラージ・オブジェクト (LOB) 値の処理に関する考慮事項
ステージは、バックエンド・データベースでラージ・オブジェクト (LOB) データ・
タイプの読み取りおよび書き込みを行うことができます。ステージとデータベース
の間で交換される LOB 値の最大サイズは慎重に検討する必要があり、ジョブ・デ
ザインもそれに合わせて計画する必要があります。
InfoSphere DataStage サーバー・ジョブでは、リンク上のレコードの最大サイズは、
システム・リソースによって制限されます。
リンク上の列の「長さ」属性は、ジョブの実行時にその列によって表される実際の
値を収容するのに十分な大きさの中で、最小値に設定する必要があります。
注: InfoSphere DataStage サーバー・ジョブでは、ジョブ・パラメーターを使用して
ステージ・リンク上の列の長さを動的に指定することができます。それを行うに
は、列の「Description」属性を次の形式の値に設定する必要があります。
param{length=#job_parameter_name#}
ここで job_parameter_name は、ジョブの実行時に列の長さが指定されるときに使用
されるジョブ・パラメーターの名前です。
InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスでは、レコードの最大サイズは、使用可
能なシステム・リソースによって決まる制限に加えて、
APT_DEFAULT_TRANSPORT_BLOCK_SIZE 環境変数によっても制限されます。この
環境変数は、InfoSphere DataStage プロジェクト・レベルで自動的に定義される事前
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定義の InfoSphere DataStage 環境変数です。デフォルト値は 65536 バイトです。よ
り大きなサイズのレコードを転送するには、そのサイズに応じてこの変数を大きく
する必要があります。
例えば、ステージが、1 つの整数列と 2 つの LOB 列が含まれたデータベース表か
らデータを読み取るように構成されているとします。そして、各 LOB 列の値の最
大サイズは、1 MB であるとします。この場合、一般的に
APT_DEFAULT_TRANSPORT_BLOCK_SIZE は 2097152 (2 MB) に設定して、2 つの
LOB 列の値を収容するようにし、それに、65536 バイトを加えて、整数列と各レコ
ードの内部レコード・データを収容するようにします。そうすると、指定する実際
の値は、2162688 となり、これは、さらに丸めて 2200000 の値にします。

トランザクション制御
Dynamic Relational Database ステージは、データベース・トランザクションについ
て、次の 2 つのレベルの制御を提供します。
サイズ トランザクション当たりの行数を指定します。
分離レベル
トランザクションのタイプを指定します。

トランザクション・サイズ
トランザクション・サイズは、トランザクションをコミットして新規トランザクシ
ョンを開始する前に、トランザクションに書き込むレコード数として指定されま
す。
トランザクション・サイズは、ステージがバルク・ロード以外の書き込みモードで
行をデータベースに書き込む場合に指定できます。
ジョブ内の最後のトランザクションの場合は、その行数が指定されたトランザクシ
ョン・サイズより小さくてもトランザクションはコミットされます。
行の配列がデータベースに送信されるたびに、ステージは、現行トランザクション
に書き込まれた行数が、指定されたトランザクション・サイズに到達していないか
どうか検査します。指定されたトランザクション・サイズに到達すると、ステージ
は、そのトランザクションをコミットして、新しいトランザクションを開始しま
す。配列モードで行をデータベースに書き込む場合、「トランザクション・サイ
ズ」は、指定された「配列サイズ」の倍数の値に設定する必要があります。
ゼロのトランザクション・サイズは、ジョブの実行中にステージが入力リンクで受
け取ったすべての行が、単一トランザクションでデータベースに書き込まれること
を意味します。
DRS Connector ステージでは、トランザクション・サイズは、「使用法」セクショ
ンの「トランザクション」カテゴリーの「レコード・カウント」プロパティーで指
定します。許容値は、0 から 999,999,999 の間です。デフォルト値は 2,000 で
す。これは、このステージの「配列サイズ」プロパティーのデフォルト値に一致し
ます。
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トランザクション分離レベル
トランザクション分離レベルは、ステージのデータベースからの行の読み取り、お
よびデータベースへの行の書き込みに対して指定できます。これは、トランザクシ
ョンによって影響を受けるデータベース・オブジェクトで取得され、トランザクシ
ョンの間、ステージのために保持されるロックに関するトランザクションのタイプ
です。
Dynamic Relational ステージは、バックエンド・データベース・システムによってサ
ポートされる対応する分離レベルに内部でマップされる、トランザクション分離レ
ベルの汎用リストを提供します。
Dynamic Relational ステージでサポートされるトランザクション分離レベルは次のと
おりです。
READ UNCOMMITTED
トランザクションは、まだコミットされていない他のトランザクションによ
って行われた変更を参照できます。これはダーティー読み取りと呼ばれま
す。
READ COMMITTED
トランザクションは、まだコミットされていない他のトランザクションによ
って行われた変更を参照できません。したがってダーティー読み取りはでき
ません。
同じトランザクションで、同じステートメントが再び実行されると、現行ト
ランザクションの開始後に他のトランザクションによってコミットされた行
に対して行われた変更を参照できます。
同じトランザクションで、同じステートメントが 2 回実行されると、異な
る値の行を取り出す可能性があります。これは反復不能読み取りと呼ばれま
す。
この分離モードは、幻像読み取りも防止しません。幻像読み取りは、同じス
テートメントが 2 回実行され、2 回目のステートメントが別のトランザク
ションによって挿入されコミットされた追加の行を取り出す場合に発生しま
す。
REPEATABLE READ
他のトランザクションによってコミットされた変更は、現行トランザクショ
ンで実行されたステートメントによって参照されないことを除き、READ
COMMITTED 分離レベルに類似しています。これは、反復不能読み取りが
できないことを意味します。
幻像読み取りは可能です。
SERIALIZABLE
幻像読み取りが防止されることを除いて、REPEATABLE READ 分離レベル
に類似しています。
これは、トランザクションによってアクセスされたデータベース・オブジェ
クトで取得されたロックに関して、最も制限された分離レベルです。これ
は、並行性を犠牲にしてトランザクション内の整合性を強制します。
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必ずしもすべてのデータベースがこれらの同じ 4 つのトランザクション分離レベル
をサポートしているわけではなく、分離レベルに対して異なる用語を使用している
場合もあります。Dynamic Relational ステージは、ユーザーが指定した分離レベルの
値を、ステージに構成されたデータベース・タイプに定義されたサポートされる値
のうち、最も近い値にマップします。
DRS Connector ステージでは、トランザクション分離レベルは、「使用法」セクシ
ョンの「 トランザクション」カテゴリーの「分離レベル」プロパティーで指定しま
す。デフォルト値は READ COMMITTED です。

レコードの順序付け
ステージに対して定義される複数の入力リンクに入ってくるレコードをステージが
処理する順序を制御することができます。
この機能はパラレル・ジョブでのみ使用可能です。
ステージの入力リンクのレコードの順序を制御するプロパティーを設定する前に、
入力リンクを順序付ける必要があります。リンクの論理順序は、ステージ・ダイア
ログの「リンク順序」ページで構成されます。
注: ジョブ・キャンバスに表示されたステージのリンクのビジュアル表示は、必ず
しも実行時にリンクが処理される、リンクの論理順序と一致しません。
「レコードの順序付け」プロパティーは、入力レコードの処理順序を定義します。
有効な値は次のとおりです。
すべてのレコード
最初のリンクのすべての使用可能なレコードが処理されたら、2 番目のリン
クのすべての使用可能なレコード、というように、すべての入力リンクが処
理されるまで続きます。
リンクは、「リンク順序」ページに指定された順序で処理されます。
最初のレコード
レコードはラウンドロビン方式で処理されます。最初のリンクの最初のレコ
ードが処理され、次に 2 番目のリンクの最初のレコード、というように処
理されます。すべてのリンクの最初のレコードが処理されたら、最初のリン
クの 2 番目のレコード、次に 2 番目のリンクの 2 番目のレコード、とい
うように処理されます。すべてのリンクのすべてのレコードが処理されるま
で、このパターンは続きます。
順番に処理
レコードの順序は、レコードの中の専用のリンク列 (キー列) 値と、「レコ
ードの順序付け」プロパティーの下の残りのプロパティーによって定義され
ます。
各リンクのレコードは、レコードのキー列の値に基づいてソートされます。
キー列として複数の列を割り当てることができ、それらの列は「キー列
[n]」と呼ばれます。
「キー列 [n]」プロパティーは、レコード内の各キー列を定義します。レコ
ードは、レコードの「キー列 [1]」の値に基づいてソートされ、この列の値
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が同じであるレコードは、すべてのキー列が適用されるまで、それぞれの追
加の「キー列 [n]」の値に基づいてソートされます。
デフォルトでは、「キー列 [1]」プロパティーのみ使用可能です。
別のキー列のプロパティーを追加するには、任意の既存の「キー列 [n]」プ
ロパティーを右クリックして、「プロパティー値の追加」オプションを選択
します。
「キー列 [n]」プロパティーを削除するには、そのプロパティーを右クリッ
クして、「プロパティー値の削除」オプションを選択します。各「キー列
[n]」プロパティーには次のプロパティーが含まれます。
列名

リンクのキー列の名前を指定します。この名前を持つ列は、すべて
の入力リンクで同じ定義を持つ必要があります。
名前は、入力するか、「使用可能な列」ボタンをクリックして選択
することができます。

ソート順序
キー列でレコードがソートされる順序を指定します。
順序は、「昇順」または「降順」に設定できます。
NULL 順序
キー列の NULL 値のソート方法を指定します。
有効な値は次のとおりです。
前

NULL 値は、非 NULL 値の前に現れます。

後

NULL 値は、非 NULL 値の後に現れます。

大/小文字を区別する
キー列の値が、大/小文字を区別した順序でソートされるか、大/小文
字を区別しない順序でソートされるかを指定します。有効な値は次
のとおりです。
はい

ソートは大/小文字を区別しません。

いいえ ソートは大/小文字を区別します。

BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメント
データ処理の前と後で、ターゲット・データベースに対してカスタム SQL ステー
トメントを実行することができます。
BEFORE SQL
カスタム SQL ステートメントは、ジョブが開始されてステージがデータを
処理する前に実行されます。
AFTER SQL
カスタム SQL ステートメントは、ステージがすべてのデータを処理した
後、ジョブが終了する直前に実行されます。
BEFORE SQL ステートメントまたは AFTER SQL ステートメントとして複数のス
テートメントを指定する場合、各ステートメントはセミコロン文字で区切る必要が
あります。
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ステージは、1 つのデータベース・トランザクションで BEFORE SQL ステートメ
ントを実行し、別のデータベース・トランザクションで AFTER SQL ステートメン
トを実行します。ステートメントの中に 1 対のセミコロンが検出されると、ステー
ジはそれをユーザー定義のコミット・ポイントと解釈します。それは、現行トラン
ザクションをコミットして、新しいトランザクションを開始します。
BEFORE SQL ステートメントおよび AFTER SQL ステートメントを実行するよう
に DRS Connector ステージを構成するには、「使用法」セクションの
「BEFORE/AFTER SQL」カテゴリーを「はい」に設定する必要があります。その
後、「BEFORE/AFTER SQL」カテゴリーの下にある「BEFORE SQL」プロパテ
ィーおよび「AFTER SQL」プロパティーに BEFORE SQL ステートメントおよび
AFTER SQL ステートメントを指定します。
InfoSphere DataStage サーバー・マシンにあるファイル内で BEFORE SQL ステート
メントおよび AFTER SQL ステートメントを指定することができます。ステージの
中に実際のステートメントを入力せずに、ステージがこのファイルを参照するよう
にするには、FILE= filepath または {FILE} filepath と入力する必要がありま
す。ここで、filepath は、実際の SQL ステートメントが含まれるファイルの完全修
飾パスです。
BEFORE SQL ステートメントのリストと AFTER SQL ステートメントのリストの
中に正常に実行できないステートメントがあると、ステージは現行トランザクショ
ンをロールバックし、ジョブを打ち切ります。このデフォルトの動作は変更できま
す。
こうなったとき、DRS Connector ステージにステートメントの処理を続行させるた
めには、「使用法」セクションの「BEFORE/AFTER SQL」カテゴリーの下にある
「BEFORE SQL の失敗時に続行」プロパティーおよび「AFTER SQL の失敗時に
続行」プロパティーを「はい」に設定する必要があります。

データ・エラー
ステージが特定の行をデータベースに書き込むことに失敗すると、データ・エラー
が発生します。
DRS Connector ステージが特定の行のデータベースへの書き込みに失敗した場合、
その動作は、当該ジョブがサーバー・ジョブかパラレル・ジョブかによって異なり
ます。サーバー・ジョブの場合、警告を報告して、残り行の処理を続行します。パ
ラレル・ジョブの場合、直ちにエラーを報告してジョブを停止します。
DRS Connector ステージの動作は、「使用法」セクションの「セッション」カテゴ
リーの下にある「行エラー発生時に失敗」プロパティーを使用して変更できます。
「はい」に設定すると、ステージはいずれかの行をデータベースに書き込むことが
できなかった場合にその行のエラーを報告します。「いいえ」に設定すると、DRS
Connector ステージは警告をログに記録して、行の処理を続行します。
CC_MSG_LEVEL 環境変数を使用して DRS Connector ステージがジョブ・ログに書
き込む情報のレベルを制御します。CC_MSG_LEVEL 環境変数の値とオプションは
次のとおりです。
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1

トレース、デバッグ、情報、警告、および致命的エラーがログに記録されま
す。
トレース・レベル・メッセージを含みます。トレース・レベル・メッセージ
は最も低いレベルのメッセージです。この値を指定すると、ジョブ・ログが
大量になる可能性があることに注意してください。

2

デバッグ、情報、警告、および致命的エラーがログに記録されます。
デフォルトではロギングされないデバッグ・レベルのメッセージがログに記
録されるため、一般的に、DRS Connector 内の問題のトラブルシューティン
グ用に使用されます。

3

情報、警告、および致命的エラーがログに記録されます。
これはデフォルト値です。

4

警告および致命的エラーがログに記録されます。

5

致命的エラーがログに記録されます。

不良レコードのリジェクト
サーバー・ジョブの場合は、不良レコードをリジェクトするようにステージを構成
することができます。
この機能を有効にするためには、ステージは、配列モードでレコードを処理しては
なりません。「配列サイズ」プロパティーは、1 に設定する必要があります。
ステージの入力リンクに入ってくる行の中で、データベースに書き込むことができ
ない可能性のある行をリジェクトするために、リンクは Transformer ステージから
来るようにする必要があります。Transformer ステージには、リジェクト・リンクと
してマークが付けられたもう 1 つの出力リンクが定義され、データベース・ステー
ジによって処理できない可能性のあるレコードを受け入れるように構成される必要
があります。レコードはリジェクト・リンクに送信され、ダウンストリームのステ
ージに送信され、そこでレコードは処理または保管されます。例えば、Sequential
File ステージを使用して、リジェクトされたレコードを後で分析するためにファイ
ルに保管できます。
注: Transformer ステージのリジェクト・リンクは、別のリンクのデータベース・ス
テージで処理できない可能性のあるレコード、または Transformer ステージのその
リンクに定義された制約のために別のリンクに書き込むことができない可能性のあ
るレコードを受け入れるように構成することができます。

$ 文字と # 文字の取り扱い
InfoSphere DataStage では、リンク上の列の名前に、# 文字と $ 文字は使用できま
せん。
データベース表の列名には、これらの制約はない可能性があります。InfoSphere
DataStage は、この状況の処理に使用できる環境変数をサポートします。環境変数の
名前は DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT で、InfoSphere DataStage プロジ
ェクトの中の事前定義の環境変数です。この環境変数の値は、InfoSphere DataStage
プロジェクト・レベルで変更できます。あるいは、特定のジョブにジョブ・パラメ
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ーターとして追加して、ジョブ・レベルで設定することができます。これは、「は
い」または「いいえ」に設定できます。デフォルト値は「はい」です。
値が「はい」の場合、指定された表名および列名の中の __035__ 文字シーケンス
は、# 文字置換されます。また、__036__ 文字シーケンスは、単一の $ 文字に置換
されます。
サーバー・ジョブの中で当該ステージを使用するときは、ユーザー定義 SQL ステ
ートメントの中のデータベース列名を、# 文字や $ 文字を含むオリジナルの形式で
指定します。リンク上の列名には、# 文字と $ 文字の使用の制限があります。
SQL ステートメント・テキストの中で、これらの列名は 疑問符 (?) (バインド・パ
ラメーター・マーカー) で表されます。疑問符 (?) は、位置の上から下の順番で、
リンク上の列と結合されます。したがって、この方法により、SQL ステートメン
ト・テキストの中にリンク上の列の名前を表す必要がなくなります。
例えば、UPDATE ステートメントに次のテキストを入力できます。
UPDATE table_name SET ##B$ = ? WHERE $A# = ?

疑問符 (?) とリンク上の列名との関連付けは、リンク上の列の名前に影響されませ
ん。代わりに、キー列としてマークが付けられたリンク上の最初の列は、WHERE 節
の疑問符 (?) バインド・パラメーターに関連付けられ、キー列としてマークが付け
られていないリンク上の最初の列は、SET 節の疑問符 (?) バインド・パラメーター
に関連付けられます。
Dynamic RDBMS ステージでは、DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT 環境変
数は以下のフレーバーによってサポートされます。
v Informix
v Informix バルク・ロード
v MSSQL バルク・ロード
v Oracle OCI バルク・ロード
v Sybase
v Sybase バルク・ロード
v DB2 バルク・ロード
以下のフレーバーは、DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT 環境変数がデフォ
ルトで設定され、自動的に変換を行うかのように振る舞います。
v Oracle OCI
v ODBC
v DB2

SQL メタ・タグ
SQL メタ・タグは、Dynamic Relational Database ステージによってサポートされ
る、プラットフォームに依存しない SQL 関数です。
これらのタグは、実行時に、バックエンド・データベースのデータベース固有ネイ
ティブ SQL 関数に変換されます。SQL メタ・タグは、次のような、ユーザーが
SQL ステートメントを指定するすべての場所で適用することができます。
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v

データベースへのデータの書き込みのためのユーザー定義 SQL ステートメント

v

データベースからのデータの読み取りのためのユーザー定義 SELECT ステートメ
ント

v

BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメント

v

自動生成された SELECT ステートメントの WHERE 節およびその他の節

ステージが参照するファイル内の SQL ステートメントで SQL メタ・タグを使用す
ることもサポートされています。
次のリストでは、使用可能な SQL メタ・タグとその使用法について説明します。
%Abs(x)
数値引数の絶対値を返します。
%Coalesce(expr1, expr2, ...)
関数に提供された引数から最初の非 NULL の引数を返します。引数は任意
のタイプの式です。
%Concat
ストリングの連結の演算子として使用されます。実行時、このメタ・タグ
は、特定のリレーショナル・データベースに適したストリング連結メカニズ
ムで置き換えられます。例えば、IBM DB2 では、%Concat メタ・タグの右
側と左側に指定されたオペランドを引数とする CONCAT 関数で置き換えら
れ、Sybase では、「+」演算子で置き換えられます。このメタ・タグは、特
定のリレーショナル・データベース上のネイティブ連結メカニズムと同じ制
限のもとでサポートされます。例えば、一部のデータベースではストリング
を数値と連結することができますが、他のデータベースはこれをエラーとし
てフラグを立てます。Dynamic Relational Database ステージは、いずれのオ
ペランドのデータ・タイプに対しても、検査も変換も試みません。
%CurrentDateIn
現在の日付を返します。ユーザー定義の INSERT ステートメントの中、ある
いは、ユーザー定義の SELECT、UPDATE、または DELETE ステートメントの
WHERE 節の中で参照できます。
%CurrentDateTimeIn
現在の日時 (タイム・スタンプ) を返します。ユーザー定義の INSERT ステ
ートメントの中、あるいは、ユーザー定義の SELECT、UPDATE、または
DELETE ステートメントの WHERE 節の中で参照できます。
%CurrentDateTimeOut
現在の日時 (タイム・スタンプ) をストリング・フォーマットで返します。
ユーザー定義の SELECT ステートメントの選択リストの中で参照できます。
%CurrentTimeIn
現在の時刻を返します。ユーザー定義の INSERT ステートメントの中、ある
いは、ユーザー定義の SELECT、UPDATE、または DELETE ステートメントの
WHERE 節の中で参照できます。
%CurrentTimeOut
現在の時刻をストリング・フォーマットで返します。ユーザー定義の
SELECT ステートメントの選択リストの中で参照できます。
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%DateAdd(date_from, add_days)
add_days 引数に指定された日数を、date_from 引数に指定された日付に追
加し、結果を返します。add_days 引数は負の数値にすることができます。
%DateDiff(date_from, date_to)
引数として渡された 2 つの日付 (date_from と date_to) の間の差を日数で
返します。
%DateIn(dt)
日付値を、ユーザー指定の SELECT、UPDATE、または DELETE ステートメン
トの中の WHERE 節の条件式で使用するのに適した形式、または、INSERT ス
テートメント・パラメーターに渡す日付値に適した形式に変換します。dt
引数は、日付値か、YYYY-MM-DD 形式の日付ストリング・リテラルで
す。
%DateOut(dt)
日付値 dt を、ユーザー指定の SELECT ステートメントの選択リストで使用
するのに適したストリング・フォーマットに変換します。
%DatePart(DTTM_Column)
指定された日時の列の、日付の部分を返します。
%DateTimeDiff(datetime_from,datetime_to)
2 つの日時の間の差を表す、分単位の時間値を返します。
%DateTimeIn(dtt)
日時 (タイム・スタンプ) 値を、ユーザー指定の SELECT、UPDATE、また
は DELETE ステートメントの中の WHERE 節の条件式で使用するのに適し
た形式、または、INSERT ステートメント・パラメーターに渡す日時値に適
した形式に変換します。dtt 引数は、タイム・スタンプ値か、
YYYY-MM-DD-hh:mm:ss.ffffff 形式のタイム・スタンプ・ストリング・リテ
ラルです。
%DateTimeOut(datetime_col)
日時 (タイム・スタンプ) 値を、ユーザー指定の SELECT ステートメントの
選択リストで使用するのに適したストリング・フォーマットに変換します。
%DecDiv(a,b)
a を b で除算した値を表す浮動小数値を返します。ここで、a と b は数式
です。
%DecMult(a,b)
a に b を乗算した値を表す浮動小数値を返します。ここで、a と b は数式
です。
%DTTM(date,time)
指定された日付値と指定された時間値を結合して、結果の日時 (タイム・ス
タンプ) 値を返します。
%FullJoin(TableName1OrJoin,[tableAlias1],tableName2OrJoin,[tableAlias2],
joinCondition)
指定された表の全外部結合式を生成します。
TableName1OrJoin は、結合内の最初の表の名前またはネストされた結合で
す。
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tableAlias1 は、結合の最初の表の別名です。これはオプションです。
tableName2OrJoin は、結合内の 2 番目の表の名前またはネストされた結合
です。
tableAlias2 は、結合の 2 番目の表の別名です。これはオプションです。
joinCondition は、結合条件を記述する式です。
%LeftJoin(TableName1OrJoin,[tableAlias1],tableName2OrJoin,[tableAlias2],
joinCondition)
指定された表の左外部結合式を生成します。
TableName1OrJoin は、結合内の最初の表の名前またはネストされた結合で
す。
tableAlias1 は、結合の最初の表の別名です。これはオプションです。
tableName2OrJoin は、結合内の 2 番目の表の名前またはネストされた結合
です。
tableAlias2 は、結合の 2 番目の表の別名です。これはオプションです。
joinCondition は、結合条件を記述する式です。
%Like("literal")
指定されたリテラル・ストリング値が含まれた値を探すために、SELECT ス
テートメントの中で、条件として使用できる LIKE 式を返します。これ
は、次の式を生成します。
like 'literal%'
リテラル値に「\_」または「\%」が含まれている場合、%Like メ
タ・タグは次のように解決します。
like 'literal%' escape '\'
%LikeExact(fieldname,"literal")
指定されたリテラル値を探すために、SELECT ステートメントの中で、条件
として使用できる式を返します。これは、次の式を生成します。
= 'literal'
リテラルの末尾が「%」ワイルドカードの場合、生成される式は次
のとおりです。
like 'literal' [escape '\']
%NumToChar(Number)
指定された数値を文字値に変換します。
%RightJoin(TableName1OrJoin,[tableAlias1],tableName2OrJoin,[tableAlias2],
joinCondition)
指定された表の右外部結合式を生成します。
TableName1OrJoin は、結合内の最初の表の名前またはネストされた結合で
す。
tableAlias1 は、結合の最初の表の別名です。これはオプションです。
tableName2OrJoin は、結合内の 2 番目の表の名前またはネストされた結合
です。
tableAlias2 は、結合の 2 番目の表の別名です。これはオプションです。
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joinCondition は、結合条件を記述する式です。
%Round(expression,factor)
指定された数式を、小数点の前または後で、指定されたスケール・ファクタ
ーの位に丸めます。factor がストリング・リテラルであれば、負の数値に丸
めることもできます。
%Substring(source_str,start,length)
指定されたソース・ストリングの指定された位置から始まり、指定された長
さの文字数を持つサブストリングを返します。
%TimeAdd(datetime,add-minutes)
指定された分数 (負も可) を、指定された日時 (タイム・スタンプ) 値に追
加します。
%TimeIn(tm)
時間値を、ユーザー指定の SELECT、UPDATE、または DELETE ステート
メントの中の WHERE 節の条件式で使用するのに適した形式、または、
INSERT ステートメント・パラメーターに渡す時間値に適した形式に変換し
ます。tm 引数は、時間値か、hh:mm:ss.ffffff 形式の時間ストリング・リテラ
ルです。
%TimeOut(time_col)
時間値を、ユーザー指定の SELECT ステートメントの選択リストで使用する
のに適したストリング・フォーマットに変換します。
%TimePart(DTTM_Column)
指定された日時の列の、時刻の部分を返します。
%TrimSubstr(source_str,start,length)
指定されたソース・ストリングの指定された位置から始まり、指定された長
さの文字数を持つサブストリングを返します。結果から、末尾の空白文字は
削除されます。
%Upper(charstring)
指定されたストリングを大文字に変換します。引数の中にワイルドカード文
字 (% など) を入れることができます。

表別名および表結合
表の別名は、外部結合、右結合、および左結合 SQL メタ・タグの中の 2 番目およ
び 4 番目の引数として指定できます。
例を示します。
SELECT Table1Alias.x, Table1Alias.y
FROM %LeftJoin (Table1, Table1Alias, Table2, Table2Alias, Table1Alias.x = Table2Alias.x)
WHERE Table1Alias.y > 2

上記は、ステージによって、一般的に次のネイティブ SQL に変換されます。
SELECT Table1Alias.x,Table1Alias.y
FROM Table1 Table1Alias LEFT OUTER JOIN Table2 Table2Alias
ON Table1Alias.x = Table2Alias.x
WHERE Table1Alias.y > 2
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ネストされた外部結合
結合用の SQL メタ・タグを再帰的に使用して、ネストされた外部結合を生成する
ことができます。
例を示します。
SELECT Table1.x
FROM %LeftJoin (%LeftJoin (Table1,, Table2,, Table1.x=Table2.x),,
Table3,, Table1.z = Table3.z AND Table2.q = Table3.q)
WHERE Table1.a = `xyz’

上記は、ステージによって、一般的に次のネイティブ SQL に変換されます。
SELECT Table1.x
FROM Table1 LEFT OUTER JOIN Table2 ON TABLE1.x = Table2.x
LEFT OUTER JOIN Table3 on Table1.z = Table3.z AND Table2.q = Table3.q
WHERE Table1.a = `xyz’

Dynamic RDBMS ステージから DRS Connector ステージへのマイグレ
ーション
Dynamic RDBMS ステージが含まれたジョブは、DRS Connector ステージを使用す
るジョブに、自動的にマイグレーションできます。
マイグレーション・プロセスは、ツール IBM InfoSphere コネクター・マイグレー
ション・ツールを使用して実行されます。これは、IBM InfoSphere Information
Server のクライアント層マシンで使用可能です。ツールには、「スタート」メニュ
ーから「すべてのプログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「IBM InfoSphere コネクター・マイグレーション・ツール」を選択してアクセスで
きます。
ツールが開始され、InfoSphere DataStage プロジェクトへの接続が確立されると、
DRS プラグイン・ステージが含まれたジョブが検出され、マイグレーションの対象
として選択できます。マイグレーションを実行する前に、「設定...」メインメニュ
ー・オプションを使用して、マイグレーションの設定をカスタマイズします。Oracle
データベースに接続する DRS プラグイン・ステージが含まれるジョブをマイグレ
ーションする場合、IBM InfoSphere DataStage サーバー・マシン (エンジン層) にイ
ンストールされた Oracle クライアントのバージョンに対応するバリアントを選択し
ます。この選択は、「設定」ダイアログの「バリアント選択」タブの下で行うこと
ができます。
以下のセクションに、マイグレーションの特定のケースおよびシナリオに適用でき
る追加の注記とトラブルシューティング情報を提供します。

Informix、Sybase、および MS SQL Server データベース・タイ
プのマイグレーション・オプション
DRS Connector ステージは、Informix、Sybase、および Microsoft SQL Server の各
データベース・タイプをサポートしません。
これらのいずれかのデータベース・タイプ用に構成された Dynamic RDBMS ステー
ジが DRS Connector ステージにマイグレーションされる場合、DRS Connector ステ
ージの「データベース・タイプ」プロパティーは、値「ODBC」に設定されます。
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マイグレーションされたジョブを実行できるようにするために、DRS Connector ス
テージの「接続名」に指定された ODBC データ・ソース定義 (DSN) がシステム上
に定義されており、オリジナルの Dynamic RDBMS ステージが指していたのと同じ
データベースを指すように構成されていることを確認してください。InfoSphere
Information Server は、一連の ODBC ドライバーを提供します。また、
Informix、Sybase、および MS SQL Server の各データベース・タイプ用のドライバ
ーも含まれています。
オリジナルの Dynamic RDBMS ステージの「更新アクション」プロパティーが「バ
ルク挿入」に設定されていた場合、ターゲット DRS Connector ステージの「書き込
みモード」は、値「挿入」に設定されます。以前に、バックエンド・データベース
が提供するネイティブのバルク・ロード・インターフェースを通してデータベース
にデータを書き込んでいたステージは、代わりに、SQL INSERT ステートメントを
使用してデータを挿入します。
注: Information Server に含まれる Sybase および Microsoft SQL Server の ODBC
ドライバーは、バルク書き込み処理モードをサポートします。このオプションは、
Microsoft SQL Server または Sybase のバルク・ロード書き込みモード用に構成され
た Dynamic RDBMS ステージからマイグレーションされた、DRS Connector ステー
ジが使用する ODBC DSN 定義用に構成できます。

ジョブ・ログ内のスキーマ調整メッセージ
Dynamic RDBMS ステージを含むジョブが DRS Connector ステージを含むジョブに
変換された場合、新規ジョブは、元のジョブでは報告されなかったスキーマ調整メ
ッセージ (重大度は警告または情報) を報告することがあります。
これは、多くの場合、IBM DB2 または ODBC のデータベース・タイプ用に構成さ
れた DRS Connector ステージで発生します。Oracle データベース・タイプ用に構成
された DRS Connector ステージの場合、DRS Connector はスキーマ調整ロジックの
多くを Oracle データベースに任せるため、スキーマ調整メッセージが報告されるこ
とはほとんどありません。
DB2 または ODBC データベース・タイプ用に構成された DRS Connector ステージ
は、リンク上の列の定義がデータベース表の対応する列の定義と一致しないと判断
すると、スキーマ調整メッセージを報告します。
スキーマ調整メッセージが出ないようにするために、一般に、次の 3 つの方法があ
ります。
v データベース表内の対応する列定義に一致 (できる限り近い一致) するように、リ
ンク上の列定義を変更します。
v リンク上の対応する列定義に一致 (できる限り近い一致) するように、データベー
ス表内の列定義を変更します。
v スキーマ調整メッセージを降格または抑止する、メッセージ・ハンドラーを定義
します。メッセージ・ハンドラー定義は、プロジェクト内のすべてのジョブまた
は個々のジョブに適用できます。
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例 1
例えば、パラレル InfoSphere DataStage ジョブに、IBM DB2 データベース・タイ
プ用に構成された DRS Connector ステージが含まれており、そのステージを使用し
てデータを DB2 データベース表に挿入します。ステージの入力リンクには次の列
が含まれます。
表 11. 例 1: 入力リンクに含まれる列
名前

タイプ

長さ

スケール

拡張

C1

Decimal

8

4

(未設定)

C2

NVarChar

10

(未設定)

(未設定)

C3

VarChar

10

(未設定)

(未設定)

C4

Float

(未設定)

(未設定)

(未設定)

C5

Timestamp

(未設定)

(未設定)

マイクロ秒

データベースのターゲット表には次の列が含まれます。
表 12. 例 1: ターゲット表に含まれる列
名前

タイプ

長さ

スケール

C1

DECIMAL

6

2

C2

VARCHAR

10

(N/A)

C3

VARCHAR

5

(N/A)

C4

INTEGER

(N/A)

(N/A)

C5

TIMESTAMP

(N/A)

3

ジョブが実行され、次のメッセージがジョブ・ログの中に報告されます。
#1
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00398
Message: DRS_Connector_1: Schema reconciliation detected a
size mismatch for column C1. When writing column DECIMAL(8,4) into
database column DECIMAL(6,2), truncation, loss of precision or data
corruption can occur.
#2
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00396
Message: DRS_Connector_1: Writing the WVARCHAR column C2 into
a VARCHAR database column can cause data loss or corruption due to
character set conversions.
#3
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00393
Message: DRS_Connector_1: The length of WVARCHAR column C2
cannot be validated because the database column is VARCHAR and character
set conversion is involved. Inadequate column lengths can lead to
data truncation or unexpected errors.
#4
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00398
Message: DRS_Connector_1: Schema reconciliation detected a
size mismatch for column C3. When writing column VARCHAR(min=0,max=10)
into database column VARCHAR(min=0,max=5), truncation, loss of precision
or data corruption can occur.
#5
Type: Warning
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Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00398
Message: DRS_Connector_1: Schema reconciliation detected a
size mismatch for column C4. When writing column SFLOAT into database
column INT32, truncation, loss of precision or data corruption can
occur.
#6
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00398
Message: DRS_Connector_1: Schema reconciliation detected a
size mismatch for column C5. When writing column DATETIME(fraction=6)
into database column DATETIME(fraction=3), truncation, loss of precision
or data corruption can occur.

リンク上の実際のデータ、およびリンクの他の側にあるステージのタイプに応じ
て、ジョブ・ログに追加の警告または致命的エラーが報告されることがあります。
メッセージ #1 は、リンク上の Decimal(8,4) 列 C1 の精度とスケールが、ターゲッ
ト表の対応する DECIMAL(6,2) 列 C1 よりも大きいために報告されます。この警告
が出ないようにするには、ターゲット表の列 C1 の精度とスケールを超えないよう
に、リンク上の列 C1 の「長さ」属性と「スケール」属性を、値 6 および 2 (また
はそれよりも小さな値) に設定する必要があります。
メッセージ #2 および #3 は、リンク上の Unicode 列 C2 が、データベースの
VARCHAR 列への書き込みに使用されたために報告されます。警告が出ないように
するには、リンク上の列 C2 のタイプを、NVarChar から VarChar に変更する必要
があります。
メッセージ #4 は、リンク上の VarChar 列 C3 の長さが、ターゲット表の対応する
VARCHAR 列 C3 よりも長いために報告されます。この警告が出ないようにするに
は、ターゲット表の列 C3 の長さを超えないように、リンク上の列 C3 の「長さ」
属性を値 5 以下に設定する必要があります。
メッセージ #5 は、リンク上の Float 列 C4 が、ターゲット表の INTEGER 列 C4
への書き込みに使用されたために報告されます。Float InfoSphere DataStage タイプ
に許容される値の範囲は、INTEGER DB2 タイプに許容される値の範囲よりも大き
くなります。この警告が出ないようにするには、リンク上の列 C4 のタイプを、
Float から Integer (または SmallInt か TinyInt) に変更する必要があります。
メッセージ #6 は、リンク上の Timestamp 列 C5 の小数桁秒精度 (6) が、ターゲ
ット表の TIMESTAMP(3) 列 C5 よりも大きいために報告されます。この警告が出
ないようにするには、リンク上の列 C5 の「拡張」属性を指定しないようにする必
要があります。ターゲット表の列 C5 の小数桁秒精度を超えないように、「スケー
ル」属性を指定しないか、値 3 以下に設定する必要があります。
メッセージ #1 から #6 が出ないようにする別の方法として、リンク上の列定義と
一致するように、ターゲット表の列定義を変更することも考えられます。
さらに、もう一つの方法として、ジョブのメッセージ・ハンドラーを定義し、対応
するメッセージ ID のメッセージの重大度を「警告」から「情報」に降格すること
も考えられます。ここで使用された例では、降格する必要のあるメッセージ ID
は、IIS-CONN-DAAPI-00398 (メッセージ #1、#4、#5、#6)、IIS-CONN-DAAPI00396 (メッセージ #2)、および IIS-CONN-DAAPI-00393 (メッセージ #3) になりま
す。DRS Connector ステージによって報告されるスキーマ調整メッセージを降格ま
たは抑止しても、 InfoSphere DataStage フレームワークによって、およびジョブ内
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のその他のステージによってログに記録される、関連する警告およびエラー・メッ
セージには影響を及ぼさないことに注意してください。

例 2
この例では、パラレル InfoSphere DataStage ジョブに、DB2 データベース・タイプ
用に構成された DRS Connector ステージが含まれます。このステージは、DB2 デ
ータベース表からのデータの読み取りに使用されます。ステージの出力リンクには
次の列が含まれます。
表 13. 例 2: 出力リンクに含まれる列
名前

タイプ

長さ

スケール

NULL 可能

拡張

C1

Decimal

6

2

いいえ

(N/A)

C2

VarChar

10

(N/A)

いいえ

(未設定)

C3

VarChar

3

(N/A)

いいえ

(未設定)

C4

Float

(N/A)

(N/A)

いいえ

(N/A)

C5

Date

(N/A)

(N/A)

いいえ

(N/A)

データベースのソース表には次の列が含まれます。
表 14. 例 2: ソース表に含まれる列
名前

タイプ

長さ

スケール

NULL 可能

C1

DECIMAL

8

4

いいえ

C2

VARGRAPHIC

10

(N/A)

いいえ

C3

VARCHAR

5

(N/A)

はい

C4

FLOAT

(N/A)

(N/A)

いいえ

C5

TIMESTAMP

(N/A)

3

いいえ

ジョブが実行され、次のメッセージがジョブ・ログの中に報告されます。
#1
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00399
Message: DRS_Connector_0: Schema reconciliation detected a size
mismatch for column C1. When reading database column DECIMAL(8,4)
into column DECIMAL(6,2), truncation, loss of precision or data corruption
can occur.
#2
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00397
Message: DRS_Connector_0: Reading the WVARCHAR database column
C2 into a VARCHAR column can cause data loss or corruption due to
character set conversions.
#3
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00393
Message: DRS_Connector_0: The length of VARCHAR column C2 cannot
be validated because the database column is WVARCHAR and character
set conversion is involved. Inadequate column lengths can lead to
data truncation or unexpected errors.
#4
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00399
Message: DRS_Connector_0: Schema reconciliation detected a size
mismatch for column C3. When reading database column VARCHAR(min=0,max=5)
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into column VARCHAR(min=0,max=3), truncation, loss of precision or
data corruption can occur.
#5
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00399
Message: DRS_Connector_0: Schema reconciliation detected a size
mismatch for column C4. When reading database column DFLOAT into column
SFLOAT, truncation, loss of precision or data corruption can occur.
#6
Type: Warning
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00399
Message: DRS_Connector_0: Schema reconciliation detected a size
mismatch for column C5. When reading database column DATETIME(fraction=3)
into column DATE, truncation, loss of precision or data corruption
can occur.
#7
Type: Info
Message Id: IIS-CONN-DAAPI-00057
Message: DRS_Connector_0: Modified field: C5, attribute: IS_NULLABLE.
Design-time value: 0. External value: 1

メッセージ #1 は、データベース内の DECIMAL(8,4) 列 C1 の精度とスケールが、
リンク上の対応する Decimal(6,2) 列 C1 よりも大きいために報告されます。この警
告が出ないようにするには、ソース表の列 C1 の精度とスケールよりも小さくなら
ないように、リンク上の列 C1 の「長さ」属性と「スケール」属性を、値 8 および
4 (またはそれよりも大きな値) に設定する必要があります。
メッセージ #2 および #3 は、リンク上の VarChar 列 C2 が、データベース内の
VARGRAPHIC 列 C2 からのデータの読み取りに使用されたために報告されます。
警告が出ないようにするには、リンク上の列 C2 のタイプを、VarChar から
NVarChar に変更する必要があります (または、この列の「拡張」属性を、値
「Unicode」に設定する必要があります)。
メッセージ #4 は、データベース内の VARCHAR(5) 列 C3 の長さが、リンク上の
対応する VarChar(3) 列 C3 よりも長いために報告されます。この警告が出ないよう
にするには、ソース表の列 C3 の長さよりも短くならないように、リンク上の列
C3 の「長さ」属性を値 5 (またはそれ以上) に設定する必要があります。
メッセージ #5 は、リンク上の Float 列 C4 が、ターゲット表の Float 列 C4 から
のデータの読み取りに使用されたために報告されます。FLOAT DB2 タイプに許容
される値の範囲は、Float InfoSphere DataStage タイプに許容される値の範囲よりも
大きくなります。この警告が出ないようにするには、リンク上の列 C4 のタイプ
を、Float から Double に変更する必要があります。
メッセージ #6 は、リンク上の Date 列 C5 が、時、分、秒、および小数桁秒をサ
ポートせず、この列がソース表の TIMESTAMP(3) 列 C5 からのデータの読み取り
に使用されたために報告されます。この警告が出ないようにするには、リンク上の
列 C5 のタイプを、Date から Timestamp に変更する必要があります。また、「ス
ケール」属性を値 3 以上に設定するか、「拡張」属性を「マイクロ秒」に設定する
必要があります。そうすることで、リンク上の列 C5 の小数桁秒精度は、ソース表
の列 C5 の小数桁秒精度よりも小さくなることはありません。
メッセージ #7 は、「情報」重大度のメッセージで、ソース表の列 C5 は NULL
値をサポートするが、リンク上の列 C5 はサポートしないために報告されます。こ
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のメッセージが出ないようにするには、リンク上の列 C5 の「NULL 可能」属性
を、「いいえ」から「はい」に変更する必要があります。
メッセージ #1 から #7 が出ないようにする別の方法として、リンク上の列定義と
一致するように、ソース表の列定義を変更することも考えられます。
さらに、もう一つの方法として、ジョブのメッセージ・ハンドラーを定義し、対応
するメッセージ ID のメッセージの重大度を「警告」から「情報」に降格すること
も考えられます。ここで使用された例では、降格する必要のあるメッセージ ID
は、IIS-CONN-DAAPI-00399 (メッセージ #1、#4、#5、#6)、IIS-CONN-DAAPI00397 (メッセージ #2)、および IIS-CONN-DAAPI-00393 (メッセージ #3) になりま
す。メッセージ ID が IIS-CONN-DAAPI-00057 のメッセージ #7 は、既に重大度は
「情報」であるため、メッセージ・ハンドラーは、それをさらに降格するように構
成できません。しかし、このメッセージのログ記録を抑止するように構成すること
は可能です。DRS Connector ステージによって報告されるスキーマ調整メッセージ
を降格または抑止しても、InfoSphere DataStage フレームワークによって、およびジ
ョブ内のその他のステージによってログに記録される、関連する警告およびエラ
ー・メッセージには影響を及ぼさないことに注意してください。

列別名
DRS Connector ステージが IBM DB2 データベース・タイプおよび ODBC データ
ベース・タイプ用に構成されたときは、SELECT ステートメントで指定される項目
は、このステージの出力リンク上の列名と一致していなければなりません。
例えば、選択リストの中の SQL 式の場合、式の実際のテキストはリンク上の列名
と一致しないため、列別名を使用することが必要です。これは、ステージに構成さ
れたデータベース・タイプに特定のネイティブの SQL 式、および DRS Connector
ステージがサポートする SQL メタ・タグに適用されます。
Dynamic RDBMS ステージが、IBM DB2 データベース・タイプまたは ODBC デー
タベース・タイプ用に構成された DRS Connector ステージにマイグレーションさ
れ、マイグレーションされたステージが、ステートメントの中で SQL 式に別名を
使用しない SELECT ステートメントを指定する場合、SQL 式がリンク上の列名に対
応するように、列別名を式に追加する必要があります。
Oracle データベース・タイプ用に構成された DRS Connector ステージおよび
Dynamic RDBMS ステージでは、リストの中の項目が出力リンク上の列名と一致し
ない SELECT ステートメントを使用できます。これは、列別名なしで SQL 式が使
用される場合を含みます。しかし、この場合も、列別名を使用することが強く推奨
されます。
例えば、DRS Connector ステージが、IBM DB2 データベース・タイプまたは
ODBC データベース・タイプからデータを読み取るように構成されていて、ステー
ジの出力リンクに列 C1、C2、および C3 が含まれている場合、SQL メタ・タグが
使用された次のステートメントは機能しません。
SELECT %ABS(C1), %MIN(C3), %MAX(C2) FROM TABLE1

このステートメントが機能するためには、ステートメントの中で使用される SQL
式に、別名を提供することが必要で、提供する別名は、リンク上の、SQL 式に関連
付ける必要のある列名と一致している必要があります。
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例えば、次のステートメントは、式 %ABS(C1) をリンク上の列 C1 に、式
%MIN(C3) をリンク上の列 C3 に、式 %MAX(C2) をリンク上の列 C2 にそれぞれ
関連付けることになります。
SELECT %ABS(C1) C1, %MIN(C3) C3, %MAX(C2) C2 FROM TABLE1

Oracle データベース・タイプ用に構成された DRS Connector ステージの場合と
Dynamic RDBMS ステージの場合、別名が指定されていないステートメントは機能
し、ステージは、式とリンク上の列の間の関連付けを順序に基づいて行います。つ
まり、式 %ABS(C1) はリンク上の列 C1 に関連付けられ、式 %MIN(C3) はリンク
上の列 C2 に関連付けられ、式 %MAX(C2) はリンク上の列 C3 に関連付けられま
す。場合によっては、そのような関連付けの方式が意図的であることもあります
が、意図的でない場合もあります。ステージが、関連付けを順序に基づいて行わな
いようにするには、ステージが名前によって関連付けできるように、リンク上の列
名と一致する列別名を明示的に含めることを強くお勧めします。

Oracle データベース・タイプの TO_DATE() 関数および
TO_CHAR() SQL 関数の取り扱い
Dynamic RDBMS ステージは、TO_DATE および TO_CHAR Oracle SQL 関数を使
用して、InfoSphere DataStage の Date、Time、および Timestamp データ・タイプの
データの取り出しおよび書き込みを行います。
例えば、このステージが SELECT ステートメントを自動生成するように構成されて
おり、出力リンク上の列 C1 は Date 列、列 C2 は Time 列、列 C3 は Timestamp
列として定義されている場合、これらの列は、生成された SELECT ステートメント
の選択リストの中で、それぞれ次のように記述されます。
TO_CHAR(C1, ’YYYY-MM-DD’)
TO_CHAR(C2, ’HH24:MI:SS’)
TO_CHAR(C3, ’YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’)

ステージが INSERT ステートメントを自動生成するように構成されており、入力リ
ンク上の列 C1 は Date 列、列 C2 は Time 列、列 C3 は Timestamp 列として定
義されている場合、これらの列は、生成された INSERT ステートメントのパラメー
ター・リストの中で、それぞれ次のように記述されます。
TO_DATE(:1, ’YYYY-MM-DD’)
TO_DATE(:2, ’HH24:MI:SS’)
TO_DATE(:3, ’YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’)

Dynamic RDBMS ステージの中のユーザー定義 SQL ステートメントも、Date 列、
Time 列、および Timestamp 列に対して、TO_CHAR および TO_DATE SQL 関数
を使用します。
DRS Connector ステージでは、Date 列、Time 列、および Timestamp 列に、これら
の関数は必要ありません。DRS Connector ステージは、Oracle 内部の日付およびタ
イム・スタンプのデータ・タイプを使用してデータベースとデータを交換するた
め、文字データとの変換は含まれません。
この違いのために、ユーザー定義 SQL ステートメント内に TO_CHAR 関数と
TO_DATE 関数が含まれる Dynamic プラグイン・ステージが DRS Connector ステ
ージにマイグレーションされると、ジョブは失敗する可能性があります。DRS
Connector ステージが実行時に生成する SQL ステートメントは、オリジナルのジョ
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ブの Dynamic RDBMS ステージであれば実行時に生成する自動生成ステートメント
の中で使用するような TO_CHAR 関数および TO_DATE 関数を使用しないため、
この問題は、自動生成 SQL ステートメントを含む、マイグレーションされたステ
ージでは発生しません。これは、自動生成ステートメントはジョブの実行時に常に
最初から生成され、Dynamic RDBMS ステージによって使用されるメカニズムは、
DRS Connector ステージによって使用されるメカニズムに影響を及ぼさないためで
す。
Dynamic RDBMS ステージのユーザー生成の SQL ステートメントの中で
TO_CHAR 関数および TO_DATE SQL 関数を使用していたために、DRS Connector
ステージにマイグレーションした後で発生するジョブの失敗を解決するための推奨
される方法は、これらの関数をステートメントから削除することです。
例えば、ユーザー定義の SELECT ステートメントの選択リストに、式
TO_CHAR(C1, 'YYYY-MM-DD') が含まれている場合、それを C1 で置き換えま
す。
別の例として、ユーザー定義の INSERT ステートメントのパラメーター・リスト
に、式 TO_DATE(:2, 'HH24-MI-SS') が含まれている場合、それを :2 で置き換えま
す。
問題を解決するための別の方法は、これらの SQL 関数に対応するリンク上の列の
タイプを変更することです。タイプは、SQL 関数で使用される日付/時刻形式と一致
する長さの文字タイプ (例えば、Char または VarChar) に変更する必要がありま
す。
例えば、ユーザー定義の SELECT ステートメントの選択リストに、式
TO_CHAR(C1, 'YYYY-MM-DD') が含まれている場合、リンク上の列 C1 のデー
タ・タイプを、Date から Char(10) に変更します。これは、10 が、'YYYY-MM-DD'
形式の日付値 (例えば 2010-09-27) の文字位置の合計数であるためです。
別の例として、ユーザー定義の INSERT ステートメントのパラメーター・リスト
に、式 TO_DATE(:2, 'HH24-MI-SS') が含まれている場合、最初のパラメーターに対
応するリンク上の列を、Time から Char(10) に変更します。これは、10 が、
'HH24-MI-SS' 形式の時間値 (例えば、11:26:45) の文字位置の合計数であるためで
す。
最後に、リンク上の既存のステートメントまたは列定義を変更するのは都合が悪い
場合、別のオプションは、InfoSphere DataStage プロジェクトに
CC_ORA_BIND_DATETIME_AS_CHAR 環境変数を定義し、それを値「TRUE」に設定
することです。あるいは、それをプロジェクト・レベルでデフォルト値の
「FALSE」に設定し、個々のジョブにジョブ・パラメーターとして追加して、それ
を値「TRUE」にオーバーライドすることができます。
CC_ORA_BIND_DATETIME_AS_CHAR 環境変数が定義され、「TRUE」に設定される
と、DRS Connector ステージは、Dynamic RDBMS ステージで使用されるのと同じ
日付と時刻の形式を使用して、Oracle データベースと交換される Date 値と
Timestamp 値に文字表現を使用します。そうすることで、コネクターは、Dynamic
RDBMS ステージの動作を模倣します。この環境変数の使用は一般のケースでは推
奨されません。これを使用すると、Dynamic RDBMS ステージとの後方互換性のた
第 2 章 DRS Connector ステージ
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めにのみ追加され、通常は必要のないデータ変換が含まれ、結果としてパフォーマ
ンスにかなりの負の影響を与える可能性のある動作が、DRS Connector に強制され
るためです。

Oracle 手動ロードの接続設定
データを手動でバルク・ロードするためには、Oracle データベースへの有効な接続
が DRS Connector ステージになければなりません。 Dynamic RDBMS ステージ
は、データを手動でバルク・ロードするとき、データをデータベース表に直接書き
込むことはせず、代わりに制御ファイルとデータ・ファイルのペアを生成します。
そうすると、SQL*Loader Oracle ユーティリティーは、この制御ファイルとデー
タ・ファイルを使用して、データをデータベースにロードすることができます。
Dynamic RDBMS ステージは手動ロードを行うときに、データベースへの接続を試
行しません。その結果、無効なデータベース接続情報と無効な表名をステージ・プ
ロパティーに指定することが可能であり、それでも、ジョブは正常に完了します。
DRS Connector ステージもまた Oracle データベース・タイプの手動ロード・モード
をサポートし、Dynamic RDBMS ステージのように、制御ファイルとデータ・ファ
イルのペアも作成します。しかし、DRS Connector は、常に、ステージに指定され
た接続プロパティー値に基づいてデータベースに接続しようとします。接続が失敗
すると、ジョブもまた失敗します。
Oracle 手動ロード用に構成された Dynamic RDBMS ステージを含むジョブが、DRS
Connector ステージを使用するようにマイグレーションされた場合、ステージ内のデ
ータベース接続情報が無効であると、ジョブは失敗します。ジョブを正常に実行で
きるようにするには、ステージ内の接続プロパティーを編集して、それを有効な
Oracle 接続値に設定する必要があります。そうすると、ステージはデータベースに
接続することができ、ジョブは続行されます。
注: たとえコネクターが制御ファイルとデータ・ファイルを作成するために接続を
使用しないとしても、この必要性は存在します。その一方で、ステージ内に指定さ
れた表名は、データベース内の既存の表と一致する必要はありません。
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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。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 15. 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。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014
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付録 C. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

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

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

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

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

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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付録 D. 製品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 16. 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 16. 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。
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