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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. 2008, 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。
第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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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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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
ン

書き込み

作成/置換

はい

書き込み

追加

はい

表の
INSERT
特権

表の削除

表の作成

はい

いいえ

いいえ

いいえ

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

v 更新する
表に対す
る
UPDATE
特権。

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

v 更新する
表に対す
る
UPDATE
特権。

v レコード
を挿入す
る表に対
する
INSERT
特権。

v レコー
ドを挿
入する
表に対
する
INSERT
特権。

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

はい

はい

いいえ

アップサー 更新/挿入
ト

ルックアッ すべて
プ
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表の
SELECT
特権

sysobjects
syspartition
(Sybase ASE
のみ)
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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。

第 1 章 データ・ソースへのアクセスの構成
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第 2 章 Distributed Transaction ステージを使用するための準備
Distributed Transaction ステージを使用するには、構成のための準備をご使用のシス
テムで行う必要があります。XA 仕様に準拠する分散トランザクションを実行する
場合は、IBM DB2 コネクターまたは Oracle コネクター用に XA リソース・マネ
ージャーを構成する必要があります。保証された送達のために Distributed
Transaction ステージを含むジョブを構成する場合、XA 構成はスキップできます。

構成のためのシステムの準備
Distributed Transaction ステージを実行する前に、IBM WebSphere MQ をインスト
ールして構成する必要があります。

手順
1. IBM WebSphere®MQ サーバーを、InfoSphere Information Server エンジン層のコ
ンピューターと同じ物理サーバー上にインストールします。 WebSphere MQ
Server のインストールについて詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
wmqv6/v6r0/index.jsp を参照してください。
2. キュー・マネージャーを作成します。作成しない場合は、WebSphere MQ のイン
ストール時に作成されるデフォルトのキュー・マネージャーを使用します。 キ
ュー・マネージャーの作成について詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wmqv7/v7r0/topic/com.ibm.mq.explorer.tutorials.doc/bi00256_.htm を参照し
てください。

DB2 XA リソースに対応する WebSphere MQ の構成
Distributed Transaction ステージを含むジョブを実行するには、分散トランザクショ
ンを処理するように IBM WebSphere MQ Server を構成する必要があります。

WebSphere MQ (Windows) の構成
Microsoft Windows で、IBM WebSphere MQ を IBM DB2 XA リソースを用いて構
成するには、次のようにします。

手順
1. Distributed Transaction ステージで MQ メッセージングを使用する場合、MQ キ
ューをセットアップします。 例えば、以下のようなキューをセットアップしま
す。
SOURCEQ
最初の WebSphere MQ Connector ステージへの入力を提供するソース・
キュー。
WORKQ
ジョブを中間ステージから再開できるように、WebSphere MQ Connector
ステージからの出力メッセージを保留する作業キュー。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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REJECTQ
Distributed Transaction ステージでリジェクトされたメッセージを保留す
るキュー。
MQ キューは、キュー・マネージャー管理用の MQSC コマンド・ライン・ユー
ティリティーを実行するか、または MQ Explorer を使用して作成できます。
MQSC コマンド・ライン・ユーティリティーを実行するには、以下のコマンド
を実行します。
runmqsc qmgrname

このコマンドで、qmgrname は、キュー・マネージャーの名前です。
キュー・マネージャーにローカル・キューを定義するには、 MQSC コマンド・
ライン・ユーティリティーを使用して、以下のコマンドを実行します。
define qlocal(queuename) defpsist(yes)

このコマンドで、queuename は、キューの名前です。キューを永続として定義す
る場合は、 defpsist(yes) を指定します。キュー・マネージャーが再開される
ときに、永続キューにあるメッセージは保持されます。
2. DB2 スイッチ・ロード・ファイルを作成します。
WebSphere MQ では、 DB2 スイッチ・ロード・ファイルの作成用に、サンプル
Make ファイルが提供されています。サンプル Make ファイルおよびソース・フ
ァイルのデフォルトのロケーションは、次のとおりです。
C:¥Program Files¥IBM¥WebSphere MQ¥tools¥c¥samples¥xatm¥

DB2 スイッチ・ロード・ファイルのサンプルの名前は、db2swit.dll です。デ
フォルトで、ファイルは以下の場所に作成されます。
C:¥Program Files¥IBM¥WebSphere MQ¥exits

3. DB2 の XA リソース・マネージャーの構成情報をキュー・マネージャーに追加
します。以下の手順で行います。
a. MQ エクスプローラーを開始します。
b. 使用しているキュー・マネージャーの名前を右クリックして、「プロパティ
ー」を選択します。
c. 「プロパティー」メニューで、XA リソース・マネージャーを選択します。
d. 「追加」をクリックして、XA リソース・マネージャーを追加します。
e. 「XA リソースの追加」メニューで、「名前」、「SwitchFile」、
「XAOpenString」および「ThreadOfControl」の値を入力します。
名前

リソースの論理名として選択した名前。意味のある任意の名前を指定
します。

SwitchFile
作成した DB2 スイッチ・ロード・ファイルの名前。例えば、
db2swit.dll などです。 DB2 スイッチ・ロード・ファイルを PATH
環境変数内で指定されていない場所に保存した場合は、そのファイル
の絶対パスを指定します。
XAOpenString
以下の形式のストリングです。
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database,user,password,toc=t

v database は、分散トランザクション・ジョブで更新されている表を
含むデータベースです。
v user および password は、データベースにアクセスするためのユー
ザー ID とパスワードです。
ThreadOfControl
「スレッド」を選択します。
f. 「OK」をクリックします。 以下のメッセージが表示された場合は、無視し
てください。
「XA リソース・マネージャー」ページで変更の適用エラー。 (Error applying
changes from page "XA resource managers".) 理由: 予期しないエラー (50002)
が発生しました。(Reason: An unexpected error (50002) has
occurred.)(AMQ4999)
g. MQ エクスプローラーを閉じます。
h. Windows コマンド・ラインで、以下のコマンドを発行して、キュー・マネー
ジャーを停止し、開始します。
endmqm -w queue-manager-name
strmqm queue-manager-name

このコマンドを実行する際の Windows ログイン ID は、8 文字以下で、
Windows ユーザー・グループ mqm のメンバーでなければなりません。
4. DB2 構成パラメーターを変更します。
a. キュー・マネージャーを開始するユーザーに、 DB2 の処理を行う権限を付
与します。 例えば、ユーザー ID mqm に SAMPLE データベースへの接続
権限を付与する場合は、 Windows コマンド・ラインより以下のコマンドを発
行します。
db2 connect to SAMPLE
db2 grant connect on database to user mqm

b. Windows コマンド・ラインで以下のコマンドを発行して、 DB2 がキュー・
マネージャーを呼び出して動的登録を行う際に使用する DLL として
mqmax.dll を指定します。
db2 update dbm cfg using TP_MON_NAME mqmax

c. DB2 を再開します。

WebSphere MQ の構成 (Linux)
Red Hat Enterprise Linux で、IBM WebSphere MQ を IBM DB2 XA リソースを用
いて構成するには、次のようにします。

手順
1. Distributed Transaction ステージで MQ メッセージングを使用する場合、MQ キ
ューをセットアップします。 例えば、以下のようなキューをセットアップしま
す。
SOURCEQ
最初の WebSphere MQ Connector ステージへの入力を提供するソース・
キュー。
第 2 章 Distributed Transaction ステージを使用するための準備
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WORKQ
ジョブを中間ステージから再開できるように、WebSphere MQ Connector
ステージからの出力メッセージを保留する作業キュー。
REJECTQ
Distributed Transaction ステージでリジェクトされたメッセージを保留す
るキュー。
MQ キューは、キュー・マネージャー管理用の MQSC コマンド・ライン・ユー
ティリティーを実行するか、または MQ Explorer を使用して作成できます。
MQSC コマンド・ライン・ユーティリティーを実行するには、以下のコマンド
を実行します。
runmqsc qmgrname

このコマンドで、qmgrname は、キュー・マネージャーの名前です。
キュー・マネージャーにローカル・キューを定義するには、 MQSC コマンド・
ライン・ユーティリティーを使用して、以下のコマンドを実行します。
define qlocal(queuename) defpsist(yes)

このコマンドで、queuename は、キューの名前です。キューを永続として定義す
る場合は、 defpsist(yes) を指定します。キュー・マネージャーが再開される
ときに、永続キューにあるメッセージは保持されます。
2. DB2 スイッチ・ロード・ファイルを作成します。
WebSphere MQ では、 DB2 スイッチ・ロード・ファイルの作成用に、
xaswit.mak という名前のサンプル Make ファイルが提供されています。サンプ
ル Make ファイルおよびソース・ファイルのデフォルトのロケーション
は、/opt/mqm/samp/xatm/ です。
xaswit.mak ファイルを実行する前に、このファイルを編集して、使用する DB2
のバージョンに応じて DB2LIBPATH 変数を設定します。DB2 をデフォルトの
ディレクトリーにインストールしている場合、パスは /opt/IBM/db2/V9.1/lib
です。
DB2 スイッチ・ロード・ファイルのサンプルの名前は、db2swit です。生成さ
れたスイッチ・ロード・ファイルは、デフォルトで、/opt/mqm/exits に置かれ
ます。
3. DB2 の XA リソース・マネージャーの構成情報をキュー・マネージャーに追加
します。以下の手順で行います。
a. opt/mqm/qmgrs/queue-manager-name/qm.ini. を編集します。
b. 以下のようなスタンザを追加します。
XAResourceManager:
Name=resname
SwitchFile=/opt/mqm/exits/db2swit
XAOpenString=database,user,password,toc=t
ThreadOfControl=THREAD

v resname は、リソースの論理名として選択した名前です。
v database は、分散トランザクション・ジョブで更新されている表を含むデ
ータベース・インスタンスです。
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v user および password は、データベースにアクセスするためのユーザー ID
とパスワードです。
c. Linux コマンド・ラインで、以下のコマンドを発行して、キュー・マネージ
ャーを停止し、開始します。
endmqm -w queue-manager-name
strmqm queue-manager-name

このコマンドを実行する際の Linux ログイン ID は、8 文字以下で、 mqm
グループのメンバーでなければなりません。
4. DB2 構成パラメーターを変更します。キュー・マネージャーを開始するユーザ
ーに、 DB2 の処理を行う権限を付与します。 例えば、ユーザー ID mqm に
SAMPLE データベースへの接続権限を付与する場合は、 Linux コマンド・ライ
ンより以下のコマンドを発行します。
db2 connect to SAMPLE
db2 grant connect on database to user mqm

WebSphere MQ の構成 (AIX)
IBM AIX で、IBM WebSphere MQ を IBM DB2 XA リソースを用いて構成するに
は、次のようにします。

手順
1. Distributed Transaction ステージで MQ メッセージングを使用する場合、MQ キ
ューをセットアップします。 例えば、以下のようなキューをセットアップしま
す。
SOURCEQ
最初の WebSphere MQ Connector ステージへの入力を提供するソース・
キュー。
WORKQ
ジョブを中間ステージから再開できるように、WebSphere MQ Connector
ステージからの出力メッセージを保留する作業キュー。
REJECTQ
Distributed Transaction ステージでリジェクトされたメッセージを保留す
るキュー。
MQ キューは、キュー・マネージャー管理用の MQSC コマンド・ライン・ユー
ティリティーを実行するか、または MQ Explorer を使用して作成できます。
MQSC コマンド・ライン・ユーティリティーを実行するには、以下のコマンド
を実行します。
runmqsc qmgrname

このコマンドで、qmgrname は、キュー・マネージャーの名前です。
キュー・マネージャーにローカル・キューを定義するには、 MQSC コマンド・
ライン・ユーティリティーを使用して、以下のコマンドを実行します。
define qlocal(queuename) defpsist(yes)

第 2 章 Distributed Transaction ステージを使用するための準備
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このコマンドで、queuename は、キューの名前です。キューを永続として定義す
る場合は、 defpsist(yes) を指定します。キュー・マネージャーが再開される
ときに、永続キューにあるメッセージは保持されます。
2. DB2 スイッチ・ロード・ファイルを作成します。
WebSphere MQ では、 DB2 スイッチ・ロード・ファイルの作成用に、
xaswit.mak という名前のサンプル Make ファイルが提供されています。サンプ
ル Make ファイルおよびソース・ファイルのデフォルトのロケーション
は、/usr/mqm/samp/xatm/ です。
xaswit.mak ファイルを実行する前に、このファイルを編集して、使用する DB2
のバージョンに応じた DB2LIBPATH32 変数を設定します。DB2 をデフォルト
のディレクトリーにインストールした場合、パスは /usr/IBM/db2/V9.1/lib で
す。
DB2 スイッチ・ロード・ファイルのサンプルの名前は、db2swit です。生成さ
れたスイッチ・ロード・ファイルは、デフォルトで、/usr/mqm/exits に置かれ
ます。
3. DB2 の XA リソース・マネージャーの構成情報をキュー・マネージャーに追加
します。以下の手順で行います。
a. usr/mqm/qmgrs/queue-manager-name/qm.ini を編集します。
b. 以下のようなスタンザを追加します。
XAResourceManager:
Name=resname
SwitchFile=/usr/mqm/exits/db2swit
XAOpenString=database,user,password,toc=t
ThreadOfControl=THREAD

v resname は、リソースの論理名として選択した名前です。
v database は、分散トランザクション・ジョブで更新されている表を含むデ
ータベースです。
v user および password は、データベースにアクセスするためのユーザー ID
とパスワードです。
c. AIX コマンド・ラインで、以下のコマンドを発行して、キュー・マネージャ
ーを停止し、開始します。
endmqm -w queue-manager-name
strmqm queue-manager-name

このコマンドを発行する際の AIX ログイン ID は、8 文字以下で、mqm グ
ループのメンバーでなければなりません。
4. DB2 構成パラメーターを変更します。キュー・マネージャーを開始するユーザ
ーに、 DB2 の処理を行う権限を付与します。 例えば、ユーザー ID mqm に
SAMPLE データベースへの接続権限を付与する場合は、 AIX コマンド・ライン
で以下のコマンドを発行します。
db2 connect to SAMPLE
db2 grant connect on database to user mqm
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WebSphere MQ を Oracle XA リソースを用いて構成する
Distributed Transaction ステージを含むジョブを実行するには、Oracle コネクターを
XA リソースとして構成する必要があります。

Windows で WebSphere MQ を Oracle を用いて構成する
Microsoft Windows で、IBM WebSphere MQ を Oracle XA リソースを用いて構成
するには、次のようにします。

手順
1. 環境変数 ORACLE_HOME が適切に設定されているかを確認してください。
2. Oracle スイッチ・ロード・ファイル oraswit.dll を WebSphere Install
folder¥exits にコピーします。デフォルトの場所は C:¥Program
Files¥IBM¥WebSphere MQ¥exits です。
3. 次のようにして、Oracle の XA リソース・マネージャーの構成情報をキュー・
マネージャーに追加します。
a. WebSphere MQ エクスプローラーを開始します。
b. 使用しているキュー・マネージャーの名前を右クリックして、「プロパティ
ー」 > 「XA リソース・マネージャー」を選択します。
c. 「追加」をクリックして、XA リソース・マネージャーを追加します。
d. 「XA リソースの追加」メニューで、「名前」、「SwitchFile」、
「XAOpenString」および「ThreadOfControl」の値を入力します。
名前

リソースの論理名として選択した名前。

SwitchFile
Oracle スイッチ・ロード・ファイルの名前。Oracle スイッチ・ロー
ド・ファイルを PATH 環境変数内で指定されていない場所に保存し
た場合は、そのファイルの絶対パスを指定します。
XAOpenString
ORACLE_XA<+required_fields...><+optional_fields...> 形式のスト
リング
例えば、Oracle_XA+Acc=P/SCOTT/
tiger+SesTm=20+SqlNet=orcl+DbgFl=0x07+LogDir=C:¥xalogs¥orcl+Threads=true+DB=myoraxa
などです
Oracle コネクターを DTS ジョブでの使用のためにセットアップする
には、DB と SqlNet の値を指定する必要があります。
ThreadOfControl
「スレッド」を選択します。
e. 「OK」をクリックします。 以下のメッセージは無視して構いません。
「XA リソース・マネージャー」ページで変更の適用エラー。 (Error
applying changes from page "XA resource managers".) 理由: 予期しないエラ
ー (50002) が発生しました。(Reason: An unexpected error (50002) has
occurred.)(AMQ4999)
f. WebSphere MQ エクスプローラーを閉じます。
第 2 章 Distributed Transaction ステージを使用するための準備
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g. Windows コマンド・ラインで、以下のコマンドを発行して、キュー・マネー
ジャーを停止し、開始します。
endmqm -w queue-manager-name
strmqm queue-manager-name

このコマンドを実行する際の Windows ログイン ID は、8 文字以下で、
Windows ユーザー・グループ mqm のメンバーでなければなりません。
4. Distributed Transaction ステージで WebSphere MQ メッセージングを使用する場
合、WebSphere MQ キューをセットアップします。 例えば、次のキューをセッ
トアップできます。
SOURCEQ
最初の WebSphere MQ Connector ステージへの入力を提供するソース・
キュー。
WORKQ
ジョブを中間ステージから再開できるように、WebSphere MQ Connector
ステージからの出力メッセージを保留する作業キュー。
REJECTQ
Distributed Transaction ステージでリジェクトされたメッセージを保留す
るキュー。
5. WebSphere MQ エクスプローラーを使用してキューを追加するには、Queues フ
ォルダーを右クリックし、「新規」 > 「ローカル・キュー」を選択します。

Oracle データベースの構成
WebSphere MQ と Oracle の間の XA トランザクションに対して Distributed
Transaction ステージ・ジョブを実行するには、Oracle データベースをリソース・マ
ネージャーとして構成する必要があります。

手順
1. Oracle のトランザクション管理ビューへのアクセス権限を付与します。Oracle
データベースの構成方法について詳しくは、『Oracle XA を使用したアプリケー
ションの開発』を参照してください。
2. Oracle データベースをリソース・マネージャーとして構成します。 Oracle デー
タベースをリソース・マネージャーとして構成する場合、通常は、DB および
SqlNet のパラメーターの値を XAOpenString の項目ごとに指定します。複数の
Oracle リソース・マネージャーにジョブが書き込みを行う場合のみ、DB パラメ
ーターの値が必要となります。その場合、このパラメーターは、複数の Oracle
リソース・マネージャーを区別するために使用されます。
SqlNet パラメーターに指定した値を記録します。複数の Oracle リソース・マネ
ージャーを定義する場合は、DB パラメーターの値を記録します。

XA トランザクションのための Oracle コネクターのセットアップ
Oracle コネクターと Oracle データベースの間の接続を定義する場合、書き込み先
の Oracle リソース・マネージャーを指定します。
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始める前に
v IBM WebSphere MQ キュー・マネージャーをトランザクション・マネージャーと
して構成します。
v Oracle データベースをリソース・マネージャーとして構成します。

手順
Oracle コネクターと Oracle データベースとの間の接続を定義します。 以下のフィ
ールドに値を指定する必要があります。
XA データベース名
XAOpenString の項目で DB パラメーターに指定した値を入力します。この
フィールドが必須となるのは、Distributed Transaction ステージが参照する
WebSphere MQ キュー・マネージャーに、複数の Oracle リソース・マネー
ジャーを登録する場合のみです。
サーバー
XAOpenString の項目で SqlNet パラメーターに指定した値を入力します。
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第 3 章 概要
Distributed Transaction ステージを使用して、トランザクション・マネージャーとし
ての IBM WebSphere MQ およびリソース・マネージャーとしての IBM
DB2、Oracle、または WebSphere MQ で分散トランザクションを実行できます。
トランザクションとは、単一の処理として実行される一連のアクションのことで
す。トランザクションは、変更を永久的なものにするコミット・アクションを行っ
て終了します。いずれかの変更をコミットできなかった場合、トランザクション
は、すべての変更をロールバックします。
分散トランザクション (グローバル・トランザクションとも呼ばれます) とは、デー
タベース (1 つ以上) や WebSphere MQ メッセージ・キューなどの複数のデータ・
ソースに渡ることもあるトランザクションのことです。トランザクションが正常に
コミットするには、個々のデータ・ソースがすべて正常にコミットする必要があり
ます。コミットできないリソースがあると、トランザクション全体がロールバック
されます。例えば、異なるデータベースにある 2 つの銀行口座間でお金の転送を行
う分散トランザクションの場合を考えてみます。一方の口座からの引き落としと他
方の口座への預金の移動が正常に完了した場合のみ、トランザクションはコミット
されます。
Distributed Transaction ステージでは、保証された送達もサポートされます。保証さ
れた送達は、ODBC データ・ソースや Teradata データ・ソースなどの、XA 仕様を
サポートしていないデータ・ソースの場合に使用されます。保証された送達は、そ
れをコネクターがサポートしていると、XA 仕様をサポートするデータ・ソースの
場合でも実行できます。以下の表は、分散トランザクションと保証された送達をサ
ポートするコネクター示しています。
表 8. グローバル・トランザクションと保証された送達をサポートするコネクター

コネクター

分散トランザクション (グロ
ーバル・トランザクションと
も呼ばれます) のサポート

保証された送達のサポート

IBM DB2 コネクター

はい

いいえ

Oracle Connector

はい

はい

IBM WebSphere MQ
Connector

はい

はい

ODBC Connector

いいえ

はい

Teradata コネクター

いいえ

はい

分散トランザクション処理モデル
分散トランザクションの X/Open 標準では、分散トランザクション処理のモデルが
定義されています。このモデルでは、調整トランザクション・マネージャーは、ト
ランザクションに関与するすべてのデータ・ソースに関して持つ情報に基づいて、
各データ・ソースがトランザクションを処理する方式を管理します。通常それ自身
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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のトランザクションのコミットおよびリカバリーを管理するデータ・ソースは、こ
のタスクを、トランザクション・マネージャーに委任します。
X/Open 標準によると、分散トランザクション処理処理モデルは、以下のコンポーネ
ントから成ります。
v トランザクション境界を定義し、トランザクションを構成するアクションを指定
するアプリケーション・プログラム。
v 共有データ・ソースにアクセス可能な、データベースやファイル・システムなど
のリソース・マネージャー。
v トランザクションに ID を割り当て、進行状況をモニターし、トランザクション
の完了および失敗時のリカバリーを管理するトランザクション・マネージャー
XA 仕様は、2 フェーズ・コミット・プロトコルを、トランザクション・マネージ
ャーとリソース・マネージャーの間の通信に使用するインターフェースとして定義
します。2 フェーズ・コミット・プロトコルには、準備フェーズとコミット・フェ
ーズが含まれます。準備フェーズでは、トランザクションに参加しているすべての
リソースが、トランザクションによって要求される変更を完了することに合意する
必要があります。参加しているいずれかのリソースで問題が報告された場合、準備
フェーズは失敗し、トランザクションはロールバックされます。準備フェーズが成
功すると、コミット・フェーズが開始されます。コミット・フェーズでは、トラン
ザクション・マネージャーが、すべての参加リソースにトランザクションのコミッ
トを指示します。
Distributed Transaction ステージでは、WebSphere MQ がトランザクション・マネー
ジャーである場合、DB2 や Oracle などのデータ・ソースは、リソース・マネージ
ャーとして XA トランザクションに関与することができます。
X/Open 標準について詳しくは、「Distributed Transaction Processing: The XA
Specification」(http://opengroup.org) を参照してください。

XA 仕様に準拠していないコネクターでのデータの保証された送達
Distributed Transaction ステージを使用して、分散トランザクションをサポートして
いない Teradata コネクターや ODBC コネクターなどのコネクターを使用する場合
に、データの送達を保証することができます。
送達が保証される場合、トランザクション・マネージャーはそのトランザクション
を調整しません。トランザクションのコミットとリカバリーは、それぞれのデー
タ・ソースで管理されます。このモデルでは、Distributed Transaction ステージは、
データがソース・システムから削除されるときに、すべてのデータ・ソースが正常
にコミットすることを保証します。トランザクションのコミットが失敗すると、デ
ータはソースとターゲットの両方のシステムに残ります。XA 仕様に準拠するトラ
ンザクションでは、データはソース・システムのみに残るか、またはターゲット・
システムのみに残ります。
保証された送達を Distributed Transaction ステージで実行すると、以下のアクション
が実行されます。
1. ターゲット・データ・ソースが順次更新されます。
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2. すべてのターゲット・データ・ソースでトランザクションが同じ順序でコミット
されます。
3. すべてのターゲット・データ・ソースのコミットが完了すると、ソースの
WebSphere MQ メッセージはソース・キューまたは作業キューから削除されま
す。

例 1
あるジョブでは、Distributed Transaction ステージがターゲット・ステージとして構
成されていて、また、Teradata コネクターが XA 仕様に準拠しないデータ・ソース
として使用されます。このジョブが実行されると、以下のアクションが発生しま
す。
1. ローカル・トランザクションが Teradata コネクターで開始されます。
2. ターゲットが更新されます。
3. 更新に成功した場合は、ウェーブの終わりに到達するとローカル・トランザクシ
ョンがコミットされます。
4. このローカル・トランザクションが正常にコミットされると、以下のアクション
が発生します。
a. WebSphere MQ トランザクションが開始されます。
b. 現在のトランザクションに関するメッセージが、ソース・キューまたは作業
キューから削除されます。
c. WebSphere MQ トランザクションがコミットされます。
この例では、ステップ 3 が成功してステップ 4 が成功しなかった場合、ソース・
システムとターゲット・システムの両方にデータが残ることがあります。

例 2
XA 仕様に準拠するデータ・ソース (DB2 コネクターなど) が『例 1』 のシナリオ
に追加され、また、グローバル・トランザクションが使用可能な場合には、以下の
アクションが発生します。
1. XA トランザクションをサポートしていないデータ・ソースである Teradata コ
ネクターで、ローカル・トランザクションが開始されます。
2. 分散トランザクションが開始されます。
3. XA トランザクションをサポートしていないターゲットが更新されます。
4. DB2 データ・ソースが更新されます。
5. 更新に成功した場合は、ウェーブの終わりに到達するとローカル・トランザクシ
ョンがコミットされます。
6. このローカル・トランザクションが正常にコミットされると、以下のアクション
が発生します。
a. 現在のトランザクションに関するメッセージが、ソース・キューまたは作業
キューから削除されます。
b. 分散トランザクションがコミットされます。
この例では、XA トランザクションをサポートしていないソース・システムとター
ゲット・システムの両方にデータが残ることがあります。ステップ 3、4、および 5
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が成功してステップ 6 が成功しなかった場合、データはソース・キューまたは作業
キューに残ります。

分散トランザクションの典型的なジョブ・フロー
Distributed Transaction ステージを使用して、IBM InfoSphere DataStage ジョブに分
散トランザクションをインプリメントできます。典型的なジョブ・フローには、1
つの WebSphere MQ Connector ステージ、1 つ以上の変換ステージ、 1 つの
Distributed Transaction ステージが含まれます。
1. WebSphere MQ Connector ステージは、MQ メッセージ・キューからソース・メ
ッセージを取り込み、そのメッセージを永続 MQ 作業キューに移動します。コ
ネクターは、データ、メッセージ ID、およびその他のメッセージ・ヘッダー・
フィールドをソースからターゲット・メッセージにコピーします。さらに、
WebSphere MQ Connector ステージは、メッセージ・データを出力リンクに送信
します。
2. 1 つ以上のステージで、メッセージ・データを処理します。
3. Distributed Transaction ステージが、1 つ以上のリンクからデータを受け取りま
す。ステージへの各入力リンクは、ターゲット・データベースへの出力を表しま
す。リンクは、オリジナルのソース・メッセージの MQ メッセージ ID を提供
します。この ID は、分散トランザクションの一部として作業キューから取り込
まれます。

Distributed Transaction ステージ・ジョブのための構成
Distributed Transaction ステージ・ジョブは、 MQ メッセージが順序付けられてい
るかどうか、メッセージが関係しているかどうかに応じて、さまざまなシステム構
成をサポートします。
MQ メッセージが以下のいずれかの特性を持つかどうかに応じて、 Distributed
Transaction ステージ・ジョブをデザインできます。
順序付け
メッセージを、ソース・キューに書き込まれた順序で処理する必要がありま
す。複数ノードにおける処理の間で調整が行われないため、順序を維持する
必要がある場合は、ジョブをパラレルに実行できません。
関係

ソース・メッセージには、メッセージを 1 つのユニットとして処理する必
要があることを示す何らかのキー・フィールドがあります。一定のキーを持
つメッセージはすべて、同じノードで処理する必要があります。

メッセージの順序付けおよびメッセージ間の関係がない構成
ソース・メッセージの処理順序が重要でなく、メッセージ間に関係がない場合は、
Distributed Transaction ステージ・ジョブをパラレルに実行できます。以下の図に、
メッセージの順序付けおよび関係がない構成の例を示します。
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図 1. メッセージの順序付けおよび関係がない分散トランザクション構成

この構成には、2 つのノードがあります。ソース・キューには 4 つのメッセージが
含まれています。メッセージ 1 および 3 は一方のノードに、メッセージ 2 および
4 は他方のノードに進みます。各ノードには、IBM WebSphere MQ Connector ステ
ージ、作業キュー、および Distributed Transaction ステージが含まれています。
WebSphere MQ Connector ステージは、1 つのソース・キューにアクセスします。
メッセージは、2 つのノードに分散されます。同じソース・メッセージを複数回読
み取らないように、各 WebSphere MQ Connector ステージはソース・キューからメ
ッセージを破壊的に読み取ります。メッセージは、ローカル MQ トランザクション
内でソース・キューから作業キューに移動されます。
メッセージはソース・キューから除去されるため、各ノードには独自の作業キュー
が必要です。作業キューにより、失敗の発生後も、ジョブを再実行できます。複数
の MQ 処理が同じメッセージを読み取らないようにするために、各ノードの作業キ
ューが必要です。 WebSphere MQ Connector ステージには、1 つの作業キューの名
前しか指定されません。WebSphere MQ Connector ステージのパラレル・インスタ
ンスが複数実行されている場合、コネクターは、指定された作業キュー名にドット
とノード番号を自動的に付加します。例えば、指定された作業キューの名前が WQ
である場合、最初のノードの作業キューは WQ.1、2 番目のノードの作業キューは
WQ.2 になります。

メッセージ間の関係はあるがメッセージの順序付けはない構成
メッセージは任意の順序で処理できるが、共有キーの値によって相互に関連付けら
れているメッセージを同じノードに送信する必要がある場合は、ハッシュ・パーテ
ィショナーと順次に結合して実行されるように構成された単一の WebSphere MQ
Connector ステージを使用しなければなりません。以下の図に、メッセージ間の関係
はあるが順序付けはない構成の例を示します。
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図 2. メッセージ間の関係はあるが順序付けはない分散トランザクション構成

この構成には、4 つのソース・メッセージと 2 つの処理ノードがあります。 A メ
ッセージも B メッセージも、それぞれ、共有キーによって相互に関係付けられてい
ます。 WebSphere MQ コネクターは、特定のメッセージのターゲットとなるノード
を判別できないため、ユーザーは、1 つの作業キューを使用して、関連したメッセ
ージを同じキューに送信する必要があります。

メッセージの順序付けがある構成
メッセージを特定の順序で処理する必要がある場合は、ジョブを順次に実行し、単
一の WebSphere MQ Connector ステージを使用します。以下の図に、メッセージの
順序付けがある構成の例を示します。

図 3. メッセージの順序付けがある分散トランザクション構成

この構成では、4 つのソース・メッセージを順に処理しなければなりません。 単一
の処理ノードを使用する必要があります。複数の処理ノードでメッセージを同期化
することはできません。この構成では、1 つの作業キューを使用しています。ただ
し、 WebSphere MQ Connector ステージは 1 つだけ必要なので、作業キューを使
用する必要はありません。ジョブが失敗した場合でも、データを喪失せずに、ジョ
ブを最初から再実行できます。以下の図に、作業キューが含まれていない代替構成
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を示します。

図 4. メッセージの順序付けがあり、作業キューを使用しない分散トランザクション構成

この構成では、4 つのソース・メッセージを順に処理しなければなりません。 4 つ
のすべてのメッセージがソース・キューから読み取られ、 Distributed Transaction ス
テージに直接送られます。ジョブが失敗した場合は、ジョブの再始動時に、 4 つの
メッセージが再度ソース・キューから読み取られます。
メッセージ数が少ない場合は、作業キューの省略により、パフォーマンスが向上し
ます。しかし、作業キューを省略すると、以下のような状態で問題が発生する可能
性があります。
v 複数のプロセスがソース・キューに書き込みを行っている場合、これらのプロセ
スからの PUT および COMMIT 呼び出しが、ある特定の順序内で散在している
と、キュー・ブラウザーがメッセージを見落とすおそれがあります。
v ソース・キューに書き込むプロセスでメッセージ優先順位を使用する場合、優先
順位のより高いメッセージは現行カーソル位置より先に移動するため、キュー・
ブラウザーはこれらのメッセージを認識しません。

第 3 章 概要
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第 4 章 ジョブ・デザインにおける Distributed Transaction ス
テージの使用
Distributed Transaction ステージを使用して、複数のリソース・マネージャーにアク
セスするジョブをデザインできます。それらのリソース・マネージャーによって実
行される作業は、1 つの作業単位としてコミットされるか、またはロールバックさ
れます。分散トランザクション内の作業を Distributed Transaction ステージへの入力
リンクとしてデザインします。

このタスクについて
分散トランザクションをセットアップするには、以下のタスクを行います。

分散トランザクション・ジョブのセットアップ
分散トランザクション・ジョブをセットアップするには、パラレル・キャンバスに
必要なステージを追加します。

このタスクについて
分散トランザクション・ジョブのセットアップは、次の手順で行います。

手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントで、「ファイ
ル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」アイコンを選択して、「OK」を
クリックします。
3. WebSphere MQ メッセージ・キューを必要とするジョブの場合、以下の手順で、
WebSphere MQ Connector ステージをジョブに追加します。
a. 「パレット」ウィンドウで、「リアルタイム」カテゴリーを選択します。
b. 選択可能な項目のリストで「WebSphere MQ」を見つけて、下矢印をクリッ
クし、選択可能なコネクターを表示します。
c. 「WebSphere MQ Connector」ステージをパラレル・キャンバスにドラッグ
します。
4. 以下の手順で、Distributed Transaction ステージをジョブに追加します。
a. 「パレット」ウィンドウで、「データベース」カテゴリーを選択します。
b. 選択可能な項目のリストで「Distributed Transaction」を見つけます。
c. 「Distributed Transaction」ステージをパラレル・キャンバスにドラッグしま
す。
5. ジョブに必要なその他のステージを追加します。適切なステージを選択して、パ
ラレル・キャンバスにドラッグします。ドラッグしたステージを WebSphere MQ
Connector ステージと Distributed Transaction ステージの間に配置します。
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例えば、メッセージを列に分割する Column Import ステージ、特定の列の値に
応じて入力データを複数の出力リンクのいずれかに送付する Filter ステージを含
むジョブなどを作成できます。このジョブでは、WebSphere MQ Connector ステ
ージの後に Column Import ステージを配置し、Column Import ステージと
Distributed Transaction ステージの間に Filter ステージを配置する必要がありま
す。
6. 以下の手順で、ジョブにおけるステージ間のリンク (1 つまたは複数) を指定し
ます。
a. 「パレット」ウィンドウで、「全般」カテゴリーを選択します。
b. 「リンク」アイコンを選択して、ジョブの WebSphere MQ Connector ステー
ジと次のステージの間にリンクを設定します。 これで、WebSphere MQ
Connector ステージに出力リンクができます。
c. ジョブにその他のステージが含まれている場合は、「リンク」アイコンを選
択し、リンクを設定して、ジョブ内のステージを接続します。
7. Distributed Transaction ステージへの入力として、分散トランザクションの一部と
して実行されるデータベース関連作業を表す 1 つ以上のリンクを設定します。
Distributed Transaction ステージに指定できる入力リンクの最大数は 1000 です。

WebSphere MQ Connector ステージの構成
IBM WebSphere MQ Connector ステージを構成して、ステージにおけるメッセージ
の処理方法を指定します。

このタスクについて
手順
WebSphere MQ Connector ステージを構成するには、次のようにします。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「WebSphere MQ Connector」ステージ・アイコンを
ダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」タブを選択し、「全般」タブ内の値のデフォルトが適切でない場合
は、変更します。
3. 「出力」タブを選択します。
4. 「プロパティー」タブを選択してから、 WebSphere MQ コネクターの資料「接
続ガイド: InfoSphere MQ アプリケーション編」を参照してプロパティーを設定
します。分散トランザクションを許可する場合は、以下のプロパティーの値を指
定します。
a. 「キュー・マネージャー」フィールドにソース・キュー名を入力します。
b. 「待ち時間」フィールドで、メッセージが到着しない場合、何秒後にジョブ
を停止するかを指定します。ジョブを無期限に実行する場合は、この値を -1
に設定します。
c. 「メッセージ読み取りモード」フィールドで以下を選択します。
v 1 つまたは複数の作業キューを使用する場合は、「作業キューへ移動」を
選択します。
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v 作業キューを使用しない場合は、「保持」を選択します。
d. 作業キューを使用する場合、「作業キュー」 ->「名前」フィールドに作業キ
ューの名前を入力します。WebSphere MQ Connector ステージがパラレルに
実行される場合、コネクターは、指定された作業キューの名前の最後にドッ
ト (.) とノード番号を追加して、作業キューの名前を構成します。例えば、
このプロパティーで WQ と指定し、ステージが 2 つのノードで実行される
場合、作業キュー WQ.1 は最初のノードで使用され、作業キュー WQ.2 は
2 番目のノードで使用されます。この動作をセットアップするには、
Distributed Transaction ステージの「ノード番号の付加」プロパティーを「は
い」に設定する必要もあります。
e. 「トランザクション」 ->「レコード・カウント」フィールドで、各分散トラ
ンザクションに含めるメッセージの数を指定します。この値は、ウェーブ内
のレコード数です。
f. 「トランザクション」 ->「時間間隔」フィールドで、ウェーブの終わりマー
カー間の経過時間を指定します。ウェーブの終わりマーカーは、トランザク
ションの終わりを示します。このプロパティーを設定して、ソース・キュー
上のメッセージ数がレコード・カウントより少ない場合に、必ずメッセージ
が適切な時間内に処理されるように指定する必要があります。
g. 「トランザクション」 ->「ウェーブの終わり」フィールドで、「後」を選択
して、トランザクションのコミット後にウェーブの終わりマーカーが追加さ
れることを指定します。
h. 「トランザクション」 ->「ウェーブの終わり」 ->「データの終わり」フィ
ールドで、「はい」を選択して、残った最後のレコード・セットにウェーブ
の終わりマーカーが挿入されることを指定します。
5. 「列」タブで、 WebSphere MQ コネクターの資料「接続ガイド: InfoSphere MQ
アプリケーション編」を参照して、プロパティーを設定します。メッセージ本体
と MQ メッセージ ID のそれぞれに少なくとも 1 つの列を定義する必要があり
ます。それ以外の列はオプションです。
a. MQ メッセージ ID 列の「データ・エレメント」の値を WSMQ.MSGID に
設定します。 この列には、「SQL タイプ」の値を「Binary」に、「長さ」
の値を「24」に、「NULL 可能」の値を「いいえ」に設定します。これらの
プロパティーの値は、大/小文字が区別されます。
6. 「OK」をクリックします。

Distributed Transaction ステージの構成
Distributed Transaction ステージでは、分散トランザクション・ジョブがキューから
メッセージを読み取り、メッセージをターゲット・データベースに書き込む方式を
指定します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンをダ
ブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. ステージ・エディターで、「入力」タブをクリックします。
3. 入力リンクごとに、以下のようにコネクター・プロパティーを構成します。
a. コネクターのリストから、書き込み処理のデータ・ソースを選択します。
第 4 章 ジョブ・デザインにおける Distributed Transaction ステージの使用
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b. 「プロパティー」ページで、データ・ソースで実行する書き込み処理のコネ
クター・プロパティーを設定します。
4.

「列」ページで、更新するデータ・ソース表内の列を指定します。MQ メッセ
ージングのプロパティーが「はい」に設定されている場合は、ソース・メッセー
ジのメッセージ ID の値を含めるための列を組み込む必要があります。

5. ターゲット・データベースの列に対応しない列を指定します (ソート・キー列な
ど)。
a. 「データ・エレメント」列をクリックして、次にリストから列を選択しま
す。
b. 追加した列の名前を指定します。
6. 失敗したトランザクションのメッセージをジョブが使用する場合は、1 つ以上の
入力リンクに対して DTS.REJECTED 列および DTS.REJECTED.MESSAGE 列の
値を指定します。
7. 各トランザクション内のデータベース関連作業を入力リンクごとに順序指定する
場合は、「リンク順序」タブを使用します。
8. 「OK」をクリックします。

入力データの順序の指定
Distributed Transaction ステージに複数の入力リンクがある場合は、リンク全体にわ
たって入力データの処理順序を制御できます。

このタスクについて
Distributed Transaction ステージへの入力データの処理順序を制御する方法は 2 つあ
ります。
v 各トランザクションでリンクが処理される順序を指定する。
v 入力レコードが含まれるリンクに関係なく、入力データの処理順序を指定する。
重要: メッセージ・グループを特定の順序で処理する必要がある場合は、分散トラ
ンザクション・ジョブが順次に実行されるようにしてください。ジョブが順次に実
行されるように設定するには、次のようにします。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンをダ
ブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. ステージ・エディターで、Distributed Transaction ステージを選択します。
3. 「詳細」タブをクリックします。
4. 「実行モード」を「順次」に変更します。
5. 「OK」をクリックします。

入力リンクによる入力データの順序の指定
レコード処理順序を入力リンクによって制御するには、 Distributed Transaction ステ
ージ・エディターの「リンク順序」タブを使用します。
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このタスクについて
リンク内のレコードは、作業単位ごとに、「リンク順序」タブでリンクを指定した
順序で処理されます。
手順
リンクの順序は、次の手順で指定します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンをダ
ブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. ステージ・エディターで、入力リンクを選択します。
3. 「リンク順序」タブをクリックします。
4. 順序を変更するリンクをクリックし、矢印ボタンを使用してリンクを上下に移動
します。
5. リンクが正しい順序になるまで、矢印ボタンを使用して、リンクの順序を変更し
ます。
6. 「OK」をクリックします。

タスクの結果
複数の MQ ソース・メッセージをデータベース表の同一行で処理し、かつ入力リン
クを順序づける場合、結果は作業単位内のレコード数によって異なる可能性があり
ます。

例
例えば、 MQ ソース・キューに以下の 6 レコードがあるとして、これらが
DEPARTMENT2 という表で実行する必要のある処理を表すとします。
0001,I,001,Department
0002,U,001,Department
0003,D,001,Department
0004,I,002,Department
0005,U,002,Department
0006,D,002,Department

Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

これらのレコードを、2 番目のフィールドが I (INSERT)、U (UPDATE)、D
(DELETE) のいずれであるかによって、 3 つの Distributed Transaction ステージ入
力リンクにフィルタリングするとします。 3 つの入力リンクの内容は、次のとおり
です。
表 9. Distributed Transaction ステージのリンク順序の指定例で使用するリンクの内容
リンク名

リンクの内容

Insert_DB2

0001,I,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0004,I,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

Update_DB2

0002,U,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0005,U,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

Delete_DB2

0003,D,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0006,D,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
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Distributed Transaction ステージ・エディターの「リンク順序」タブで、リンクの順
序を以下のように指定します。
1. Delete_DB2
2. Update_DB2
3. Insert_DB2
トランザクション・サイズ (WebSphere MQ Connector ステージの「レコード・カウ
ント」プロパティー) が 3 の場合、 6 個のレコードは以下のように処理されま
す。
表 10. トランザクション・サイズが 3 の場合のリンク順序に対するレコード処理の例
トランザク
ション番号

トランザクション内のレコード (処理
順)

1

0003,D,001,...
0002,U,001,...
0001,I,001,...

トランザクションの結果
部門 001 のレコードが、表 DEPARTMENT2 に挿入されま
す。レコードの削除および更新時には対象となるレコードがま
だないので、レコードの削除および更新では、結果的に何も行
われません。
現時点で、DEPARTMENT2 内には 1 レコードがあります。

2

0006,D,002,...
0005,U,002,...
0004,I,002,...

部門 002 のレコードが、表 DEPARTMENT2 に挿入されま
す。レコードの削除および更新時には対象となるレコードがま
だないので、レコードの削除および更新では、結果的に何も行
われません。
現時点で DEPARTMENT2 内には 2 レコードがあります。

しかし、トランザクション・サイズを 2 に変更すると、6 個のレコードは以下のよ
うに処理されます。これは、前述の結果とまったく異なります。
表 11. トランザクション・サイズが 2 の場合のリンク順序に対するレコード処理の例
トランザク
ション番号

トランザクション内のレコード (処理
順)

1

0002,U,001,...
0001,I,001,...

トランザクションの結果
部門 001 のレコードが、表 DEPARTMENT2 に挿入されま
す。最初のトランザクションには削除レコードはありません。
レコードの更新時には対象となるレコードがまだないので、レ
コードの更新では、結果的に何も行われません。
現時点で、DEPARTMENT2 内には 1 レコードがあります。

2

0003,D,001,...
0004,I,002,...

部門 001 のレコードが、表 DEPARTMENT2 から削除され、
部門 002 のレコードが DEPARTMENT2 に挿入されます。2
番目のトランザクションには更新レコードはありません。
現時点で、DEPARTMENT2 内には 1 レコードがあります。

3

0006,D,002,...
0005,U,002,...

部門 002 のレコードが、表 DEPARTMENT2 から削除されま
す。レコードが既に削除されているので、更新レコードによる
影響はありません。
現時点で、DEPARTMENT2 内のレコードはゼロになります。

この矛盾する動作を回避するため、トランザクション・サイズが適切に設定されて
いることを確認してください。
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入力データの順序を入力リンク全体で指定する
レコードが含まれるリンクに関係なく、レコードを処理する順序を制御するには、
Distributed Transaction ステージ・エディターの「レコードの順序付け」プロパティ
ーを使用します。

始める前に
入力データをリンク全体にわたって順序づける場合は、事前に、 MQ ソース・メッ
セージ内の列をソート・キー列として使用できるようにしておく必要があります。

このタスクについて
手順
リンク全体でのレコードの順序は、次の手順で指定します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンをダ
ブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. ステージ・エディターで、Distributed Transaction ステージを選択します。
3. 「レコードの順序付け」の値を「はい」に変更します。
4. さらにキー列を追加するには、最初の「キー列」プロパティーを右クリックし、
「プロパティー値の追加」を選択します。
5. 「列名」プロパティーの「使用可能な列」ボタンをクリックして、ソートに使用
する列を選択します。
6. ソート順序と、さらに必要であれば他のプロパティーを設定して、「OK」をク
リックします。

トランザクションのリジェクト
Distributed Transaction ステージ・ジョブに、失敗したレコードを含むトランザクシ
ョンをロールバックして、失敗の原因であるレコードをリジェクト・キューに保管
するロジックを組み込むことができます。また、Distributed Transaction ステージが
トランザクションをリジェクトする原因となるレコードをジョブに設定することも
できます。

失敗したトランザクションのリジェクト
失敗したレコードを含むトランザクションをロールバックし、失敗の原因となった
レコードをリジェクト・キューに保管するには、Distributed Transaction ステージで
プロパティーを設定します。

このタスクについて
手順
これらのプロパティーは、以下の手順で設定します。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンをダ
ブルクリックします。
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2. 「ステージ」タブを選択します。
3. 「プロパティー」タブの「失敗している作業単位のリジェクト」フィールドで、
「はい」を選択します。
4. 「リジェクト・キュー」フィールドで、定義済みのローカル・キューの名前を指
定します。
5. 「OK」をクリックします。

リジェクトの生成
レコードの内容に基づいて特定のレコードをリジェクトする Distributed Transaction
ステージ・ジョブをセットアップできます。

このタスクについて
前のジョブ・ステージで、レコードがターゲット・データベースへの挿入に不適格
であると判断された場合に、 Distributed Transaction ステージでレコードをリジェク
トすることができます。
手順
Distributed Transaction ステージで特定のレコードをリジェクトするには、以下の手
順に従います。

手順
1. Distributed Transaction ステージの前のジョブ・ステージで、以下の列を定義しま
す。
表 12. 内容に基づいたレコードのリジェクトに必要な列
データ・エレメント

データ・タイプ

この列の使用法

DTS.REJECTED

Integer

DataStage は、この値を 0 に初期設定します。ジョブの任意の
ステージでこの列を 1 に設定して、トランザクション全体をリ
ジェクトするように指定します。

DTS.REJECTED.MESSAGE

Varchar

ジョブの任意のステージで、この列にエラー・メッセージ・テキ
ストを設定します。 Distributed Transaction ステージでリジェク
ト・キューを使用する場合、 DataStage は、リジェクト・キュ
ーに送付する失敗したメッセージの先頭に、このメッセージを追
加します。このメッセージの最大長は 488 文字です。

2. Distributed Transaction ステージの前のジョブ・ステージで、レコードが不適格な
場合は DTS.REJECTED 列を 1 に設定するロジックを組み込みます。
3. リジェクト・キューを使用する場合は、以下のプロパティーを設定します。
a. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンを
ダブルクリックします。
b. 「ステージ」タブを選択します。
c. 「失敗している作業単位のリジェクト」フィールドで、「はい」を選択しま
す。
d. 「リジェクト・キュー」フィールドで、定義済みのローカル・キューの名前
を指定します。
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e. 「先頭にリジェクト理由の付加」フィールドで、「はい」を選択して、
DTS.REJECTED.MESSAGE 列のテキストをリジェクトされたレコードの先頭
に追加します。 リジェクトされたレコードに、以下の情報が追加されます。
v 失敗が含まれているリンク番号 (4 バイト)
v メッセージ状況 (4 バイト)
v メッセージ内の失敗した、またはリジェクトされた行の数 (4 バイト)
v リソースにより戻されるエラー・コード (ターゲットへの書き込み中にエ
ラーが発生した場合) (12 バイト)
v DTS.REJECTED.MESSAGE 列からのメッセージ (指定されている場合)
(488 バイト)
この情報をリジェクトされたレコードの先頭に追加しない場合は、デフォル
ト値「いいえ」のままにします。
f. レコードがリジェクトされた時点でジョブを停止するには、「最初のエラー
で停止」フィールドで、「はい」を選択します。レコードがリジェクトされ
ても処理を続行する場合は、デフォルト値「いいえ」のままにします。

MQ Connector ステージなしでの Distributed Transaction ステー
ジの構成
分散トランザクション・ジョブが、IBM WebSphere MQ Connector ステージ以外の
データ・ソースからどのようにメッセージを読み取り、どのように複数の出力に書
き込むかを指定する、Distributed Transaction ステージを構成します。

始める前に
以下の手順は、ソースを既に構成しており、分散トランザクション・ジョブのパラ
レル・キャンバスが開いているものと想定しています。

このタスクについて
手順
Distributed Transaction ステージを構成するには、次のようにします。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「Distributed Transaction」ステージ・アイコンをダ
ブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
2. 「全般」タブで、「説明」フィールドのデフォルトが適切でない場合は、変更し
ます。
3. 以下の手順で Distributed Transaction ステージ・プロパティーを構成します。
a. 「ステージ」タブを選択します。
b. 「キュー・マネージャー」フィールドにキュー・マネージャーの名前を入力
します。
c. 「MQ メッセージングを使用する」フィールドで、「いいえ」を選択しま
す。
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d. 入力の並列リンク全体でメッセージの順序を保持する場合は、「レコードの
順序付け」フィールドで「はい」を選択します。「はい」を選択した場合
は、キー列にソート・キーを定義します。
e. さらにキー列を追加するには、最初の「キー列」プロパティーを右クリック
し、「プロパティー値の追加」を選択します。
f. 「列名」プロパティーの「使用可能な列」ボタンをクリックして、ソートに
使用する列を選択します。
g. ソート順序と、さらに必要であれば他のプロパティーを設定して、「OK」を
クリックします。
4. 以下の手順で、入力リンクごとにコネクター・プロパティーを構成します。
a. 「入力」タブを選択します。
b. 「プロパティー」タブで、データ・ソースで実行する書き込み処理に関する
コネクター・プロパティーを設定します。 DB2 コネクター・プロパティー
の指定に関する詳細は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage 接続ガ
イド: IBM DB2 データベース編」を参照してください。分散トランザクショ
ンを許可する場合は、以下のプロパティーを指定します。
v 「代替コンダクター設定」。DB2 クライアント認証が使用されない場合、
「代替コンダクター設定」の値を指定します。
v 「トランザクション」 > 「レコード・カウント」。この値には 0 を指定
します。
v 「セッション」 > 「配列サイズ」。「レコードの順序付け」プロパティー
が「はい」の場合は、配列サイズを 1 に指定します。
c. 「列」タブで、更新される DB2 表の列を指定します。また、ソース・メッ
セージのメッセージ ID のキー列も指定する必要があります。メッセージ ID
列について、以下の値を指定します。
v MQ メッセージ ID の「列名」値を設定します。この列の「データ・エレ
メント」値を「WSMQ.MSGID」、「SQL タイプ」値を「Binary」、「長
さ」値を「24」、「NULL 可能」値を「いいえ」に設定します。
d. 「列」タブで、ターゲット・データベースの列に対応しない列を指定しま
す。
ターゲット・データベースの列に対応しない列は、ソート・キー列である可
能性があります。
e. ジョブが、ジョブによって生成される失敗を使用する場合は、少なくとも 1
つの入力リンクに DTS.REJECTED および DTS.REJECTED.MESSAGE 列を
指定します。
5. 各トランザクション内のデータベース処理を入力リンクによって順序指定する場
合は、「リンク順序」タブをクリックします。
6. 「OK」をクリックします。
7. 以下の手順で、少なくとも 1 つの出力リンクのコネクター・プロパティーを構
成します。
a. 「出力」タブを選択します。

52

接続ガイド: 分散トランザクション編

b. 「列」タブで、「ロード」ボタンをクリックし、 ->「表定義」 ->「データ
ベース」 ->「分散トランザクション」と進んで、「トランザクション状況」
表定義をロードします。
注: 「トランザクション状況」表定義にリストされているデータ・エレメントの
み指定できます。「トランザクション状況」表の各列はオプションです。しか
し、少なくとも 1 つの列を「列」タブの中に指定する必要があります。必要で
あれば、複数の列名に同じ「データ・エレメント」列を指定できます。

分散トランザクション・ジョブのコンパイルと実行
分散トランザクション・ジョブをコンパイルして、InfoSphere DataStage and
QualityStage ディレクター・クライアントを使用してスケジュールでき、InfoSphere
Information Server エンジンで実行する、実行可能スクリプトにします。

このタスクについて
手順
分散トランザクション・ジョブのコンパイルおよび実行は、次の手順で行います。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントで、コン
パイルするジョブを開きます。

2. 「コンパイル」ツールバー・ボタン

をクリックします。

3. 「コンパイル状況」領域にエラーが表示された場合は、ジョブを編集して、エラ
ーを解決します。エラーの解決後、「リコンパイル」ボタンをクリックします。
4. ジョブのコンパイルが正常に行われた場合は、「実行」ツールバー・ボタン
をクリックして、ジョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 実際にデータの抽出、変換、書き込みを行わずに、ジョブが正常に実行され
ることを検証する場合は、「検証」ボタンをクリックします。
c. データの抽出、変換、書き込みを行う場合は、「実行」ボタンをクリックし
ます。
5. ジョブの検証または実行の結果を次の手順で表示します。
a. Designer Clientで、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を選択して、
Director Clientを開きます。
b. 「状況」列で、ジョブが検証されたことまたは正常に完了したことを確認し
ます。
c. ジョブの実行または検証が失敗した場合は、「表示」 > 「ログ」を選択し
て、実行時の問題を特定します。
6. ジョブの実行時に問題が発生する場合は、ジョブが正常に完了するまで、問題の
修正、ジョブのリコンパイル、検証 (オプション)、および実行を行います。
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第 5 章 分散トランザクションの例
分散トランザクション・ジョブの作成に際して役立つサンプル・ジョブがいくつか
用意されています。

サンプル・ジョブのセットアップ
Distributed Transaction ステージ用のサンプル・ジョブをセットアップするには、サ
ンプル・ジョブで使用する IBMDB2 表を作成し、サンプル・ジョブをインポートし
て、ソース・キューにメッセージを取り込むジョブを実行します。

このタスクについて
Distributed Transaction ステージのサンプルをセットアップするには、次のようにし
ます。

手順
1. 以下のコマンドを実行して、サンプル・ジョブで使用する表を作成します。
CREATE TABLE "DEPARTMENT2" (
"DEPTNO" CHAR(3) NOT NULL ,
"DEPTNAME" CHAR(36) NOT NULL ,
"MGRNO" CHAR(6) ,
"ADMRDEPT" CHAR(3) NOT NULL ,
"LOCATION" CHAR(16) ) ;
CREATE TABLE "WITHCONSTRAINT" (
"NAME" CHAR(10) ,
"AGE" INTEGER ) ;
ALTER TABLE WITHCONSTRAINT ADD CONSTRAINT AGE_CONSTRAINT CHECK (AGE < 100);
CREATE TABLE DUMMY(COL1 INTEGER);

2. サンプル・ジョブ用に以下の MQ キューをセットアップします。
SOURCEQ
最初の MQ Connector ステージへの入力を提供するソース・キュー。こ
のキューは、すべてのサンプル・ジョブで使用します。
WORKQ
ジョブを中間ステージから再実行できるように、MQ Connector ステー
ジからの出力メッセージを保留する作業キュー。このキューは、すべて
のサンプル・ジョブで使用します。
REJECTQ
Distributed Transaction ステージでリジェクトされたメッセージを保留す
るキュー。このキューは、RejectedByJobLogic サンプル・ジョブおよび
RejectTransaction サンプル・ジョブで使用します。
MQ キューは、キュー・マネージャー管理用の MQSC コマンド・ライン・ユー
ティリティーを実行するか、または MQ Explorer を使用して作成できます。
MQSC コマンド・ライン・ユーティリティーを実行するには、以下のコマンド
を実行します。
runmqsc qmgrname

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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このコマンドで、qmgrname は、キュー・マネージャーの名前です。
3. DTSamples.zip ファイルに含まれている DTSJobs.dsx ファイルをインポートし
ます。 DTSamples.zip ファイルは、
c:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Samples¥Connectors ディレクトリーにあり
ます。
DTSJobs.dsx ファイルには、GenerateMessages という前提条件ジョブが含まれて
います。
4. GenerateMessages ジョブを実行して、ソース・キューにメッセージを取り込むジ
ョブを実行します。

サンプル・ジョブの概要
サンプル・ファイル DTSJobs.dsx には、分散トランザクションのセットアップ方法
を示すさまざまなジョブが含まれています。
サンプル・ファイルには、以下のジョブが含まれています。
表 13. 分散トランザクションのサンプル・ジョブ
ジョブ名

目的

DoTransaction

分散トランザクション・ジョブの基本的なセットアップを示します。このジョブ
には、Distributed Transaction ステージへの単一の入力リンクがあります。

DoTransaction3Links_IUD

Distributed Transaction ステージへの複数の入力リンクがある分散トランザクショ
ン・ジョブのセットアップ方法を示します。また、トランザクション内のリンク
処理の順序を指定する方法も示します。

DoTransaction3Links_DUI

DoTransaction3Links_IUD と同じアクションを行いますが、リンクの順序の指定が
異なります。同じ入力データを異なるリンク順序で処理すると、ターゲット・デ
ータベースの最終内容に影響を及ぼすことを示します。

DoTransaction3Links_Ordered

Distributed Transaction ステージ入力リンク全体でのデータの順序を指定する場合
の分散トランザクション・ジョブのセットアップ方法を示します。

RejectTransaction

リジェクト・レコードを受け取った際に作業をロールバックするための
Distributed Transaction ステージのセットアップ方法を示します。

RejectedByJobLogic

Distributed Transaction ステージ・ジョブの前のステージで、データに問題がある
ことが示された場合にトランザクション全体をロールバックする方法を示しま
す。

各サンプルは、MQ ソース・キューにデータをロードするための前提ジョブを使用
します。以下の表に、前提ジョブを示します。
表 14. 分散トランザクションのサンプル・ジョブの前提ジョブ
ジョブ名

このジョブを前提条件とするジョブ

目的

GenerateMsgs

DoTransaction

ソース・キューに 10 個のメッセージを取り込み
ます。
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表 14. 分散トランザクションのサンプル・ジョブの前提ジョブ (続き)
ジョブ名

このジョブを前提条件とするジョブ

目的

GenerateMsgs3Links

DoTransaction3Links_IUD、
DoTransaction3Links_DUI、
DoTransaction3Links_Ordered

ソース・キューに 99 個のメッセージを取り込み
ます。各メッセージには、ターゲット・データベ
ース表における 3 つの処理 (U、I、D) のいずれ
か 1 つを示すフィールドが含まれています。
Distributed Transaction ステージに対する入力リン
クの内容は、このフィールドの値によって異なり
ます。

RejectTransactionLoader

RejectTransaction

ソース・キューに 9 個のメッセージを取り込み
ます。1 つのレコードに、ターゲット・データベ
ース表のチェック制約に違反するデータが含まれ
ています。

GenerateMsgsReject

RejectedByJobLogic

ソース・キューに 101 個のメッセージを取り込
みます。各メッセージには、ターゲット・データ
ベース表における 2 つの処理 (U または I) のい
ずれか、または R (レコードが含まれるトランザ
クションが Distributed Transaction ステージでリ
ジェクトされることを意味します) を示すフィー
ルドが含まれています。Distributed Transaction ス
テージに対する入力リンクの内容は、このフィー
ルドの値によって異なります。

例: 1 つのソース・キューと 1 つのデータベース・リンク
分散トランザクション・ジョブの単純な例では、単一のソース・キューを使用しま
す。ソース・キューには、単一のデータベースを更新するためのメッセージが含ま
れます。
DoTransaction ジョブには、以下のステージが含まれます。
MQSource
ソース・キュー (SOURCEQ) からメッセージを読み取り、読み取ったメッ
セージを作業キュー (WORKQ) に移動し、メッセージ・データ (MQ メッ
セージ ID を含む) を出力リンクに送信する IBM WebSphere MQ
Connector ステージ。ステージは、メッセージ 2 個ごとの後にウェーブの終
わりマーカーを送信します。
ParseBody
固定列幅を使用して、入力 MQ メッセージの本体を解析する Column
Import ステージ。このステージは、メッセージを列に分割し、
DistributedTransaction ステージに渡します。MQSource ステージからの MQ
メッセージ ID は、ParseBody ステージをパススルーして出力リンクに渡さ
れます。
DistributedTransaction
IBM DB2 データベースに行を書き込み、対応するメッセージを作業キュー
(WORKQ) から削除する Distributed Transaction ステージ。データがデータ
ベースに書き込まれる際に障害が発生すると、データベースは変更されませ
ん。また、メッセージはロールバックされ、WORKQ に残ります。
第 5 章 分散トランザクションの例
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MQSource: WebSphere MQ Connector ステージ
MQSource で設定されているプロパティーを見るには、DoTransaction ジョブを開き
ます。パラレル・キャンバスで、MQSource ステージをダブルクリックします。コ
ネクター・プロパティーを見るには、ステージ・エディターで、WebSphere MQ
Connector ステージをクリックします。出力リンク・プロパティーを見るには、出力
リンクをクリックします。
以下の表に、分散トランザクションに影響する WebSphere MQ Connector ステージ
の出力リンク・プロパティー値を示します。
表 15. DoTransaction サンプル・ジョブにおける、分散トランザクション処理に影響する
WebSphere MQ Connector ステージ・プロパティー
プロパティー名

DoTransaction での値

説明

使用法: キュー名

SOURCEQ

使用法: 待ち時間

1

メッセージが 1 秒以内に到着
しないと、ジョブが停止する
ことを示します。

使用法: メッセージ読み取り
モード

作業キューへ移動

作業キューを使用することを
示します。

使用法: 作業キュー: 名前

WORKQ

使用法: トランザクション: レ 10000
コード・カウント

10000 レコードごとにウェー
ブの終わりマーカーが挿入さ
れることを示します。これ
は、1 つのトランザクション
に 10000 レコードが含まれる
ことを意味します。

使用法: トランザクション: 時 0
間間隔

キューが空になると直ちに、
ウェーブの終わりマーカーが
挿入されることを示します。

使用法: トランザクション: ウ 後
ェーブの終わり

これは、分散トランザクショ
ンに有効な唯一の設定です。

使用法: トランザクション: ウ はい
ェーブの終わり: データの終
わり

ParseBody: Column Import ステージ
MQSource Connector ステージの出力リンク SourceMsgs が、ParseBody ステージの
入力リンクになります。 ParseBody ステージは、MQ メッセージの Body 列を解析
し、複数の出力列を生成します。ステージ・プロパティーは、Body 列を解析し、
DEPTNO、DEPTNAME、MGRNO、ADMRDEPT、および LOCATION 列を作成する
ことを指定します。
ParseBody ステージの出力リンクが、DistributedTransaction ステージの DB2 コネク
ター入力リンクになります。この入力リンクは、ターゲット・データベースへの接
続を表します。
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DistributedTransaction: Distributed Transaction ステージ
Distributed Transaction ステージには、ステージに関するプロパティーと、 DB2 コ
ネクター入力リンクに関するプロパティーがあります。DistributedTransaction で設定
されているプロパティーを見るには、DoTransaction ジョブを開きます。パラレル・
キャンバスで、Distributed Transaction ステージをダブルクリックします。ステー
ジ・プロパティーを見るには、ステージ・エディターで、Distributed Transaction ス
テージをクリックします。 DB2 コネクター入力リンク・プロパティーを見るに
は、入力リンクをクリックします。
以下の表に、DoTransaction ジョブの Distributed Transaction ステージに特有の設定
を持つ入力リンク・プロパティー値をリストします。
表 16. DoTransaction サンプル・ジョブにおける DistributedTransaction ステージの DB2 コネ
クター入力リンク・プロパティー
プロパティー名

DoTransaction での値

説明

接続: データベース

SAMPLE

このデータベース名は、この
ジョブに使用している MQ
キュー・マネージャー
dtmqmgr のセットアップ時に
XA リソース・キュー・マネ
ージャー・プロパティーに指
定したデータベースと一致し
ている必要があります。

接続: 代替コンダクター設定

はい

接続: 代替コンダクター設定

データベース SAMPLE

接続: 代替コンダクター設定

ユーザー名 DB2ADMIN

接続: 代替コンダクター設定

パスワード #Password#

以下の表に、DoTransaction ジョブの DistributedTransaction ステージのステージ・プ
ロパティー値を示します。
表 17. DoTransaction サンプル・ジョブの DistributedTransaction ステージのステージ・プロパ
ティー
プロパティー名

DoTransaction での値

説明

接続: 作業キュー

WORKQ

ステージの MQ メッセージ
のソース。この値は、
WebSphere MQ コネクター出
力プロパティーでも指定され
ています。

接続: ノード番号の付加

いいえ

構成ファイルで複数のノード
を指定していないので、ノー
ド番号は不要です。

使用法: 失敗している作業単
位のリジェクト

いいえ

これが唯一の有効な値です。

使用法: レコードの順序付け

いいえ

リンクが 1 つだけなので、入
力リンク全体のレコードの順
序付けは不要です。
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DB2 コネクター入力リンクは、データを DEPARTMENT2 表に挿入します。したが
って、入力リンクの「列」タブは DEPARTMENT2 列を指定します。また、「列」
タブには、WSMQ.MSGID 列もあります。Distributed Transaction ステージは、
WSMQ.MSGID 列から作業キューのメッセージのメッセージ ID を取得します。

DoTransaction ジョブの処理
DoTransaction ジョブを実行すると、ソース・メッセージが SOURCEQ キューから
WORKQ キューに移動します。ジョブが失敗すると、メッセージは WORKQ キュ
ーに残ります。ジョブを再実行すると、 WebSphere MQ コネクターは、WORKQ
キューを参照し、WORKQ 内のメッセージ内容をコネクターの出力リンクに書き込
みます。その後、WebSphere MQ コネクターは、SOURCEQ キューでメッセージを
探し始めます。この処理により、ジョブに失敗し、その後再実行しても、ジョブ実
行間にデータが失われることはありません。キュー・マネージャーの再実行間また
はシステムの再始動間のデータ損失を回避するには、キューを永続として定義しま
す。

例: Distributed Transaction ステージ入力リンクの順序付け
DoTransaction3Links_IUD ジョブおよび DoTransaction3Links_DUI ジョブは、
Distributed Transaction ステージ入力リンク処理の異なる順序付けによる結果を示し
ます。
これらのジョブには、以下のステージが含まれます。
MQSource
ソース・キュー (SOURCEQ) からメッセージを読み取り、読み取ったメッ
セージを作業キュー (WORKQ) に移動し、メッセージ・データ (MQ メッ
セージ ID を含む) を出力リンクに送信する IBM WebSphere MQ
Connector ステージ。ステージは、メッセージ 3 個ごとの後にウェーブの終
わりマーカーを送信します。
ParseBody
固定列幅を使用して、入力 MQ メッセージの本体を解析する Column
Import ステージ。このステージは、メッセージを列に分割し、Filter ステー
ジに渡します。MQSource ステージからの MQ メッセージ ID は、
ParseBody ステージをパススルーして出力リンクに渡されます。
フィルター
2 番目の列の値に応じて、3 つの出力リンクのいずれか 1 つの出力リンク
に入力データを送付する Filter ステージ。MQSource ステージからの MQ
メッセージ ID は、Filter ステージをパススルーして出力リンクに渡されま
す。
DistributedTransaction
IBM DB2 データベースに 3 セットの更新を行い、対応するメッセージを
作業キュー (WORKQ) から削除する Distributed Transaction ステージ。デー
タがデータベースに書き込まれる際に障害が発生すると、データベースは変
更されません。また、メッセージはロールバックされ、WORKQ に残りま
す。
2 つのジョブへの入力レコードは、以下のとおりです。
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0001,I,001,Department
0002,U,001,Department
0003,D,001,Department
0004,I,002,Department
0005,U,002,Department
0006,D,002,Department
...

Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

最初のフィールドはシーケンス番号で、このジョブでは使用しません。 2 番目のフ
ィールドは、トランザクション・タイプ (I=INSERT、U=UPDATE、D=DELETE) で
す。このフィールドに基づいて、レコードが 3 つの Distributed Transaction ステー
ジ入力リンクのいずれかにソートされます。残りのフィールドには、
DEPARTMENT2 表 (このデータのターゲット表) に対する列データが含まれていま
す。

MQSource: WebSphere MQ Connector ステージ
MQSource で設定されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレ
ル・キャンバスで、MQSource ステージをダブルクリックします。コネクター・プ
ロパティーを見るには、ステージ・エディターで、WebSphere MQ Connector ステ
ージをクリックします。出力リンク・プロパティーを見るには、出力リンクをクリ
ックします。DoTransaction3Links_IUD ジョブおよび DoTransaction3Links_DUI ジョ
ブに重要なプロパティー値は、「レコード・カウント」値 3 です。Distributed
Transaction ステージでのリンク順序は、この値によって決まります。

ParseBody: Column Import ステージ
MQSource Connector ステージの出力リンク SourceMsgs が、ParseBody ステージの
入力リンクになります。 ParseBody ステージは、MQ メッセージの Body 列を解析
し、複数の出力列を生成します。ステージ・プロパティーは、Body 列を解析し、
SEQNUM、TRANS_TYPE、DEPTNO、DEPTNAME、MGRNO、ADMRDEPT、およ
び LOCATION 列を作成することを指定します。
ParseBody ステージの出力リンクが、Filter ステージの入力リンクになります。

Filter: Filter ステージ
TRANS_TYPE 列の値に応じて、3 つの出力リンクに入力データを送付する Filter
ステージ。出力リンクを判別する Filter ステージのプロパティー設定の述部の値
は、以下のとおりです。
Where Clause = TRANS_TYPE = ’I’
Output Link = 2
Where Clause = TRANS_TYPE = ’U’
Output Link = 1
Where Clause = TRANS_TYPE = ’D’
Output Link = 0

上記の設定では、DELETE 処理を示すレコードは出力リンク 0 に、 UPDATE 処理
を示すレコードは出力リンク 1 に、INSERT 処理を示すレコードは出力リンク 2
に送られます。
Filter ステージの出力リンクが、Distributed Transaction ステージの入力リンクにな
ります。これらの入力リンクは、ターゲット・データベースへの接続を表します。
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DistributedTransaction: Distributed Transaction ステージ
Distributed Transaction ステージには、ステージに関するプロパティーと、 DB2 コ
ネクター入力リンクに関するプロパティーがあります。DistributedTransaction で設定
されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレル・キャンバス
で、Distributed Transaction ステージをダブルクリックします。ステージ・プロパテ
ィーを見るには、ステージ・エディターで、Distributed Transaction ステージをクリ
ックします。 DB2 コネクター入力リンク・プロパティーを見るには、入力リンク
をクリックします。
Distributed Transaction ステージ・エディターの「リンク順序」タブの設定によっ
て、リンク内のレコードが作業単位ごとに処理される順序が決まります。以下の表
に示されているように、リンク順序はジョブごとに異なります。
表 18. 複数のデータベース・リンクがある Distributed Transaction ステージ・サンプル・ジョ
ブのリンク順序
ジョブ名

Distributed Transaction ステージ入力リンクの処理順
序

DoTransaction3Links_IUD

1. Insert_DB2
2. Update_DB2
3. Delete_DB2

DoTransaction3Links_DUI

1. Delete_DB2
2. Update_DB2
3. Insert_DB2

DoTransaction3Links_IUD ジョブおよび
DoTransaction3Links_DUI ジョブの処理
DoTransaction3Links_IUD ジョブおよび DoTransaction3Links_DUI ジョブを実行する
と、 Filter ステージの「TRANS_TYPE」フィールドの値に応じて、データが
Distributed Transaction ステージの 3 つの入力リンクのいずれかに送られます。メッ
セージの処理順序は、指定したリンク順序によって決まります。
DoTransaction3Links_DUI ジョブでは、最初の 6 個のメッセージは以下の順序で処
理されます。
0003,D,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0002,U,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0001,I,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0006,D,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0005,U,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0004,I,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

各トランザクションの最初の 2 つの処理は、まだ存在していない行に対して処理を
行うため、結果的には何も変わりません。最終的に、上記の 6 個のレコード処理の
結果、2 個のレコードが DEPARTMENT2 表に挿入されます。
これに対して、 DoTransaction3Links_IUD ジョブでは、最初の 6 個のメッセージは
以下の順序で処理されます。
0001,I,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0002,U,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0003,D,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
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0004,I,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0005,U,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0006,D,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

レコードは、この順序で挿入、更新、削除されます。最終的に、上記の 6 個のレコ
ード処理の結果、 DEPARTMENT2 表にはレコードがありません。

例: Distributed Transaction ステージ入力リンク全体のデータの順序付け
DoTransaction3Links_Ordered ジョブは、Distributed Transaction ステージ入力リンク
全体のデータの順序付けの結果を示します。
DoTransaction3Links_Ordered ジョブには、以下のステージが含まれます。
MQSource
ソース・キュー (SOURCEQ) からメッセージを読み取り、読み取ったメッ
セージを作業キュー (WORKQ) に移動し、メッセージ・データ (MQ メッ
セージ ID を含む) を出力リンクに送信する IBM WebSphere MQ
Connector ステージ。ステージは、メッセージ 3 個ごとの後にウェーブの終
わりマーカーを送信します。
ParseBody
固定列幅を使用して、入力 MQ メッセージの本体を解析する Column
Import ステージ。このステージは、メッセージを列に分割し、Filter ステー
ジに渡します。MQSource ステージからの MQ メッセージ ID は、
ParseBody ステージをパススルーして出力リンクに渡されます。
フィルター
2 番目の列の値に応じて、3 つの出力リンクのいずれか 1 つの出力リンク
に入力データを送付する Filter ステージ。MQSource ステージからの MQ
メッセージ ID は、Filter ステージをパススルーして出力リンクに渡されま
す。
DistributedTransaction
IBM DB2 データベースに 3 セットの更新を行い、対応するメッセージを
作業キュー (WORKQ) から削除する Distributed Transaction ステージ。デー
タがデータベースに書き込まれる際に障害が発生すると、データベースは変
更されません。また、メッセージはロールバックされ、WORKQ に残りま
す。
以下に、ジョブへの入力レコードの例を示します。
0001,I,001,Department
0002,U,001,Department
0003,D,001,Department
0004,I,002,Department
0005,U,002,Department
0006,D,002,Department
...

Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

最初のフィールドはシーケンス番号で、Distributed Transaction ステージへの入力の
順序付けには使用しません。 2 番目のフィールドは、トランザクション・タイプ
(I=INSERT、U=UPDATE、D=DELETE) です。このフィールドに基づいて、レコー
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ドが 3 つの Distributed Transaction ステージ入力リンクのいずれかに挿入されま
す。残りのフィールドには、DEPARTMENT2 表 (このデータのターゲット表) に対
する列データが含まれています。

MQSource: WebSphere MQ Connector ステージ
MQSource で設定されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレ
ル・キャンバスで、MQSource ステージをダブルクリックします。コネクター・プ
ロパティーを見るには、ステージ・エディターで、WebSphere MQ Connector ステ
ージをクリックします。出力リンク・プロパティーを見るには、出力リンクをクリ
ックします。

ParseBody: Column Import ステージ
MQSource Connector ステージの出力リンク SourceMsgs が、ParseBody ステージの
入力リンクになります。 ParseBody ステージは、MQ メッセージの Body 列を解析
し、複数の出力列を生成します。ステージ・プロパティーは、Body 列を解析し、
SEQNUM、TRANS_TYPE、DEPTNO、DEPTNAME、MGRNO、ADMRDEPT、およ
び LOCATION 列を作成することを指定します。
ParseBody ステージの出力リンクが、Filter ステージの入力リンクになります。

Filter: Filter ステージ
TRANS_TYPE 列の値に応じて、3 つの出力リンクに入力データを送付する Filter
ステージ。出力リンクを判別する Filter ステージのプロパティー設定の述部の値
は、以下のとおりです。
Where Clause = TRANS_TYPE = ’I’
Output Link = 2
Where Clause = TRANS_TYPE = ’U’
Output Link = 1
Where Clause = TRANS_TYPE = ’D’
Output Link = 0

上記の設定では、DELETE 処理を示すレコードは出力リンク 0 に、 UPDATE 処理
を示すレコードは出力リンク 1 に、INSERT 処理を示すレコードは出力リンク 2
に送られます。
Filter の出力の「マッピング」タブで、シーケンス番号入力列 SEQNUM は
Distributed Transaction ステージでのソートに使用するため、 DTS_SEQNUM 列に
マップされています。ターゲット表の列ではない、Distributed Transaction ステージ
への入力リンクの列は、 DTS_ で始まる必要があります。
Filter ステージの出力リンクが、Distributed Transaction ステージの入力リンクにな
ります。これらの入力リンクは、ターゲット・データベースへの接続を表します。

DistributedTransaction: Distributed Transaction ステージ
Distributed Transaction ステージには、ステージに関するプロパティーと、 DB2 コ
ネクター入力リンクに関するプロパティーがあります。DistributedTransaction で設定
されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレル・キャンバス
で、Distributed Transaction ステージをダブルクリックします。ステージ・プロパテ
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ィーを見るには、ステージ・エディターで、Distributed Transaction ステージをクリ
ックします。 DB2 コネクター入力リンク・プロパティーを見るには、入力リンク
をクリックします。
Distributed Transaction ステージ・プロパティーの「レコードの順序付け」プロパテ
ィーは「はい」に設定されています。これにより、リンク全体にわたってデータ順
序を指定できます。データの順序を指定するために、初期の「キー列」プロパティ
ーに、DTS_SEQNUM 列が定義されています。各入力リンクで、「ソートの実行」
が選択されており、 DTS_SEQNUM 列が順序付けキーとして定義されています。

DoTransaction3Links_Ordered ジョブの処理
DoTransaction3Links_Ordered ジョブを実行すると、 Filter ステージの
「TRANS_TYPE」フィールドの値に応じて、データが Distributed Transaction ステ
ージの 3 つの入力リンクのいずれかに送られます。レコードの処理順序は、順序付
けキーである DTS_SEQNUM 列の値によって決まります。DTS_SEQNUM 列は、入
力データの最初の列です。
DoTransaction3Links_Ordered ジョブでは、最初の 6 個のレコードは以下の順序で処
理されます。
0001,I,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0002,U,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0003,D,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0004,I,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0005,U,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0006,D,002,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

各レコードにより、行の挿入、更新、削除が行われます。最終的に、上記の 6 個の
レコード処理の結果、 DEPARTMENT2 表にはレコードがありません。

例: 失敗レコードがあるトランザクションのリジェクト
RejectTransaction ジョブは、処理中に失敗が発生した場合に、トランザクション全体
をロールバックする方法を示します。
RejectTransaction ジョブには、以下のステージが含まれます。
MQSource
ソース・キュー (SOURCEQ) からメッセージを読み取り、読み取ったメッ
セージを作業キュー (WORKQ) に移動し、メッセージ・データ (MQ メッ
セージ ID を含む) を出力リンクに送信する IBM WebSphere MQ
Connector ステージ。ステージは、メッセージ 3 個ごとの後にウェーブの終
わりマーカーを送信します。
ParseBody
固定列幅を使用して、入力 MQ メッセージの本体を解析する Column
Import ステージ。このステージは、メッセージを列に分割し、
DistributedTransaction ステージに渡します。MQSource ステージからの MQ
メッセージ ID は、ParseBody ステージをパススルーして出力リンクに渡さ
れます。
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DistributedTransaction
IBM DB2 データベースに行セットを挿入し、対応するメッセージを作業キ
ュー (WORKQ) から削除する Distributed Transaction ステージ。トランザク
ションの処理中に失敗が発生した場合、そのトランザクション内のすべての
メッセージがリジェクト・キューに移動され、次の作業単位から処理が続行
されます。
以下に、ジョブへの入力レコードの例を示します。
Name1,030
Name2,030
Name3,030
Name4,030
Name5,200
Name6,030
Name7,030
Name8,030
Name9,030

2 つのフィールドは、ターゲット表 WITHCONSTRAINT の NAME 列および AGE
列に対応します。チェック制約により、Age 値が 100 以上の入力行はリジェクトさ
れます。

MQSource: WebSphere MQ Connector ステージ
MQSource で設定されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレ
ル・キャンバスで、MQSource ステージをダブルクリックします。コネクター・プ
ロパティーを見るには、ステージ・エディターで、WebSphere MQ Connector ステ
ージをクリックします。出力リンク・プロパティーを見るには、出力リンクをクリ
ックします。

ParseBody: Column Import ステージ
MQSource Connector ステージの出力リンク SourceMsgs が、ParseBody ステージの
入力リンクになります。 ParseBody ステージは、MQ メッセージの Body 列を解析
し、複数の出力列を生成します。ステージ・プロパティーは、Body 列を解析して
Name 列と Age 列を作成することを指定します。
ParseBody ステージの出力リンクが、DistributedTransaction ステージの入力リンクに
なります。

DistributedTransaction: Distributed Transaction ステージ
Distributed Transaction ステージには、ステージに関するプロパティーと、 DB2 コ
ネクター入力リンクに関するプロパティーがあります。Distributed Transaction ステ
ージで設定されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレル・キ
ャンバスで、Distributed Transaction ステージをダブルクリックします。ステージ・
プロパティーを見るには、ステージ・エディターで、Distributed Transaction ステー
ジをクリックします。 DB2 コネクター入力リンク・プロパティーを見るには、入
力リンクをクリックします。
Distributed Transaction ステージ・プロパティーの「失敗している作業単位のリジェ
クト」プロパティーは「はい」に設定されています。これにより、ターゲット表に
行を挿入する際にエラーが発生した場合、トランザクション内のすべての作業はロ
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ールバックされます。「リジェクト・キュー」の値は REJECTQ に設定されていま
す。これは、失敗したトランザクションのレコードを入れる場所を示します。

RejectTransaction ジョブの処理
RejectTransaction ジョブを実行する際、各トランザクションは以下の 3 個のレコー
ドで構成されています。
Name1,030
Name2,030
Name3,030
Name4,030
Name5,200
Name6,030
Name7,030
Name8,030
Name9,030

最初のトランザクションで、3 つの行はすべて WITHCONSTRAINT 表に挿入され
ます。しかし、 2 番目のトランザクションでは、2 番目の行は Age 値が 100 以上
であるため、表のチェック制約に不適合になります。そのため、2 番目のトランザ
クション全体が失敗し、そのトランザクションのメッセージは REJECTQ キューに
入れられます。処理は 3 番目のトランザクションを続行し、行は正常に挿入されま
す。

例: ユーザー定義条件に基づいたトランザクションのリジェクト
RejectedByJobLogic ジョブは、Distributed Transaction ステージ・ジョブの前のステ
ージでデータに問題があることが判明した場合に、トランザクション全体をロール
バックする方法を示します。
データベース表への挿入の条件を満たしているデータを、他の何らかの理由により
リジェクトしなければならないことがあります。例えば、表の列には表チェック制
約がないのに、ジョブの前のステップで特定の入力値が無効であると判断された場
合などです。前のステージで、レコードが不適格であると判断した場合にそのレコ
ードを識別するためのフラグを設定するように、Distributed Transaction ステージ・
ジョブをデザインできます。 Distributed Transaction ステージでは、不適格なレコー
ドを処理すると、そのレコードが含まれているトランザクションをロールバックし
ます。
RejectedByJobLogic は、このようなジョブの簡単な例です。RejectedByJobLogic に
は、以下のステージが含まれます。
MQSource
ソース・キュー (SOURCEQ) からメッセージを読み取り、読み取ったメッ
セージを作業キュー (WORKQ) に移動し、メッセージ・データ (MQ メッ
セージ ID を含む) を出力リンクに送信する IBM WebSphere MQ
Connector ステージ。ステージは、メッセージ 52 個ごとの後にウェーブの
終わりマーカーを送信します。
ParseBody
固定列幅を使用して、入力 MQ メッセージの本体を解析する Column
Import ステージ。このステージは、メッセージを列に分割し、Filter ステー
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ジに渡します。MQSource ステージからの MQ メッセージ ID は、
ParseBody ステージをパススルーして出力リンクに渡されます。
フィルター
2 番目の列 (TRANS_TYPE) の値に応じて、3 つの出力リンクのいずれか 1
つの出力リンクに入力データを送付する Filter ステージ。TRANS_TYPE の
値が U または I のレコードは、直接 DistributedTransaction ステージに進
みます。 TRANS_TYPE の値が R のレコードのデータ・サブセットは、
SetReject ステージに進みます。 MQSource ステージからの MQ メッセー
ジ ID は、Filter ステージをパススルーして各出力リンクに渡されます。
SetReject
リジェクトされたレコードを処理する Transformer ステージ。このステージ
は、IsRejected という特殊な列を設定します。これにより、そのレコードが
含まれているトランザクションをリジェクトするように
DistributedTransaction ステージに通知します。このステージからの出力は、
DistributedTransaction ステージに送られます。
DistributedTransaction
入力メッセージの内容に応じて、IBM DB2 データベースに更新または挿入
処理を行うか、またはトランザクションをロールバックする Distributed
Transaction ステージ。DistributedTransaction ステージでは、IsRejected 列が
1 に設定されたレコードを受け取ると、そのレコードが含まれているトラン
ザクションをロールバックし、入力メッセージをリジェクト・キュー
(REJECTQ) に移動します。トランザクションにリジェクト・レコードが含
まれておらず、すべての更新が正常に行われた場合、Distributed Transaction
ステージは対応するメッセージを作業キュー (WORKQ) から削除します。
以下に、ジョブへの入力レコードの例を示します。1 つの入力レコードだけがリジ
ェクト・レコードです。
0001,I,001,Department Name.....................,MgrNo.,III,Location........
0002,U,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
...
0082,I,028,Department Name.....................,MgrNo.,III,Location........
0083,U,028,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0085,I,029,Department Name.....................,MgrNo.,III,Location........
----,R,---,------------------------------------,------,---,---------------0086,U,029,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
...
0149,U,050,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

2 番目のフィールドは、トランザクション・タイプ
(I=INSERT、U=UPDATE、R=REJECT) です。トランザクション・タイプが U また
は I のレコードには、残りのフィールドに DEPARTMENT2 表 (このデータのター
ゲット表) に対する列データが含まれています。トランザクション・タイプが R の
レコードの場合、残りのフィールドには意味がありません。

MQSource: WebSphere MQ Connector ステージ
MQSource で設定されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレ
ル・キャンバスで、MQSource ステージをダブルクリックします。コネクター・プ
ロパティーを見るには、ステージ・エディターで、WebSphere MQ Connector ステ
ージをクリックします。出力リンク・プロパティーを見るには、出力リンクをクリ
ックします。
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ParseBody: Column Import ステージ
MQSource Connector ステージの出力リンク SourceMsgs が、ParseBody ステージの
入力リンクになります。 ParseBody ステージは、MQ メッセージの Body 列を解析
し、複数の出力列を生成します。ステージ・プロパティーは、Body 列を解析し、
SEQNUM、TRANS_TYPE、DEPTNO、DEPTNAME、MGRNO、ADMRDEPT、およ
び LOCATION 列を作成することを指定します。
ParseBody ステージの出力リンクが、Filter ステージの入力リンクになります。

Filter: Filter ステージ
TRANS_TYPE 列の値に応じて、3 つの出力リンクに入力データを送付する Filter
ステージ。出力リンクを判別する Filter ステージのプロパティー設定の述部の値
は、以下のとおりです。
Where Clause = TRANS_TYPE = ’I’
Output Link = 0
Where Clause = TRANS_TYPE = ’U’
Output Link = 1
Where Clause = TRANS_TYPE = ’R’
Output Link = 2

上記の設定では、INSERT 処理を示すレコードは出力リンク 0 (Insert_DB2) に、
UPDATE 処理を示すレコードは出力リンク 1 (Update_DB2) に、リジェクトされた
トランザクションをトリガーするレコードは出力リンク 2 (RejectedMsg) に送られ
ます。
Filter ステージの出力リンク 0 と 1 は、 Distributed Transaction ステージの入力リ
ンクになります。これらの入力リンクは、ターゲット・データベースへの接続を表
します。
Filter ステージの出力リンク 2 が、SetReject ステージの入力リンクになります。メ
ッセージの最初のフィールドとメッセージ ID のみが、SetReject ステージに渡され
ます。

SetReject: Transformer ステージ
SetReject ステージは、受け取るリジェクト・レコードごとに、4 列の出力レコード
を作成します。これらの列は、パラレル・キャンバスで SetReject ステージをダブ
ルクリックすると表示されます。以下の表に、作成される列を示します。
表 19. SetReject ステージの列
列名

値

使用法

IsRejected

1

このレコードが含まれている
トランザクションをリジェク
トするように
DistributedTransaction ステー
ジに通知します。
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表 19. SetReject ステージの列 (続き)
列名

値

使用法

RejectMessage

「このメッセージは Filter ス
テージによってリジェクトさ
れました。」

このテキストをエラーの原因
となったレコードの先頭に追
加するように
DistributedTransaction ステー
ジに通知します。

MsgID

ソース・メッセージのメッセ
ージ ID

この列は必須です。

COL1

0

この列には、DUMMY という
ユーザー作成表が含まれま
す。これは、DB2 コネクター
の要件を満たすためにのみ使
用されます。 SetReject ステ
ージの出力リンクは、
DistributedTransaction ステー
ジへの入力となる DB2 コネ
クターです。 DB2 コネクタ
ーのプロパティーには SQL
ステートメントが含まれてい
る必要があります。そのた
め、出力リンクは、
DistributedTransaction ステー
ジに表の列を渡さなければな
りません。

出力レコードは、RejectTX リンクを介して DistributedTransaction ステージに送られ
ます。

DistributedTransaction: Distributed Transaction ステージ
Distributed Transaction ステージには、ステージに関するプロパティーと、 DB2 コ
ネクター入力リンクに関するプロパティーがあります。Distributed Transaction ステ
ージで設定されているプロパティーを見るには、ジョブを開きます。パラレル・キ
ャンバスで、Distributed Transaction ステージをダブルクリックします。ステージ・
プロパティーを見るには、ステージ・エディターで、Distributed Transaction ステー
ジをクリックします。 DB2 コネクター入力リンク・プロパティーを見るには、入
力リンクをクリックします。
DistributedTransaction ステージで、「失敗している作業単位のリジェクト」プロパテ
ィー値は「いいえ」に設定されています。このオプションを選択すると、リジェク
ト・レコード (IsRejected 列の値が 1 であるレコード) が含まれているトランザク
ションはロールバックされます。ソース・メッセージは作業キューに残され、ター
ゲット DB2 データベースには何も書き込まれません。
リジェクト・レコードのソースである RejectTX 入力リンクは、 DB2 コネクターと
して定義されている必要があります。そのため、「書き込みモード」プロパティー
は「更新」に設定されており、「SQL」 > 「UPDATE ステートメント」 には、ア
クションが発生しない以下の SQL ステートメントが含まれています。
UPDATE DUMMY SET COL1=0 WHERE 0=1
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RejectTX 入力リンクは 4 列のレコードを作成します。これらの列を表示するに
は、パラレル・キャンバスで RejectTX 入力リンクをダブルクリックします。以下
の表に、作成される列を示します。
表 20. RejectTX 入力リンクの列
列名

SQL タイプ

長さ

データ・エレメント

IsRejected

Integer

RejectMessage

VarChar

488

DTS.REJECTED.MESSAGE

MsgID

Binary

24

WSMQ.MSGID

COL1

Integer

DTS.REJECTED

RejectedByJobLogic ジョブの処理
RejectedByJobLogic ジョブを実行すると、最初のトランザクションは 54 レコード
から構成され、 2 番目のトランザクションは残りの 47 レコードから構成されま
す。
0001,I,001,Department Name.....................,MgrNo.,III,Location........
0002,U,001,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
...
0080,U,027,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0082,I,028,Department Name.....................,MgrNo.,III,Location........
0083,U,028,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
0085,I,029,Department Name.....................,MgrNo.,III,Location........
----,R,---,------------------------------------,------,---,---------------0086,U,029,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........
...
0149,U,050,Department Name.....................,MgrNo.,ADM,Location........

最初のトランザクションには、2 番目のフィールドの値が R であるレコードが含ま
れていないので、トランザクションは正常に完了します。 2 番目のトランザクショ
ンには、2 番目のフィールドの値が R であるレコードが含まれています。
SetReject ステージでは、このレコードを IsRejected 値が 1 のレコードに変換しま
す。DistributedTransaction ステージは、このレコードを読み取ると、トランザクショ
ンをリジェクトし、そのトランザクションにおけるターゲット表への更新をすべて
ロールバックします。
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第 6 章 Distributed Transaction ステージ・ジョブのパフォーマ
ンスの向上
分散トランザクションは、ローカル・トランザクションに比べて時間がかかりがち
です。トランザクション・サイズや配列サイズを調整したり、必要な場合に限り
Distributed Transaction ステージ・ジョブを使用したりすることによって、Distributed
Transaction ステージ・ジョブのパフォーマンスを向上させることができます。
以下に、Distributed Transaction ステージのパフォーマンスを最大化するための推奨
事項を示します。
v トランザクション・サイズを調整する。
ジョブの IBM WebSphere MQ Connector ステージで、トランザクション・サイ
ズを調整します。トランザクション・サイズは、 Distributed Transaction ステー
ジ・ジョブのパフォーマンスにおいて最も大きな要因の 1 つです。トランザクシ
ョン・サイズが非常に小さい場合 (例えば、10 メッセージ程度) は、多数の小ト
ランザクションの開始およびコミットによるオーバーヘッドによってパフォーマ
ンスが低下する可能性があります。トランザクション・サイズが非常に大きい場
合 (例えば、10000 メッセージ程度) にも、ディスクへのページングの量などの要
因によりパフォーマンスが低下する可能性があります。パフォーマンスの向上の
ために、ジョブの要件に合えば、トランザクション・サイズを最初は 100 から
1000 メッセージ程度にしてください。
v IBM DB2 コネクター入力リンクの配列サイズを調整する。
Distributed Transaction ステージ・ジョブのパフォーマンスにおいて、配列サイズ
はトランザクション・サイズほど重大な要因ではありませんが、パフォーマンス
に影響を与えることがあります。配列サイズを 1 にするのは、同じデータを更新
して参照する場合など、必要な場合のみにしてください。入力リンク全体でのデ
ータの順序を指定する場合は、配列サイズを 1 に設定する必要があります。
v 本当に分散トランザクションを必要とする場合にのみ、Distributed Transaction ス
テージ・ジョブを使用する。
ローカル・トランザクションは、分散トランザクションの 2 倍の速さで実行され
ます。そのため、複数のリソース・マネージャー間で作業を調整する必要がある
場合にのみ Distributed Transaction ステージを使用するようにジョブをデザイン
してください。データ保全性を損なわずに、同じ作業を複数のリソース・マネー
ジャーによって個々に実行できる場合は、ローカル・トランザクションを使用し
てください。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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第 7 章 環境変数: Distributed Transaction ステージ
Distributed Transaction ステージでは、以下の環境変数を使用します。

CC_DTS_COMMIT_ON_EOF
Distributed Transaction ステージがデータの終わりでコミットするかどうかを指定す
るには、この環境変数を設定します。
ウェーブの終わりがデータの終わりの前に挿入されていない場合、Distributed
Transaction ステージは、「Distributed Transaction ステージはウェーブの終わり
の前にデータの終わりを検出しました。トランザクションをロールバックします」
というエラー・メッセージをジョブ・ログに出力し、そのトランザクションをロー
ルバックします。デフォルトでは、Distributed Transaction ステージはウェーブの終
わりでのみコミットし、データの終わりではコミットしません。
この変数の値が 1 の場合、Distributed Transaction ステージは、データの終わりで部
分的にコミットします。

CC_IGNORE_TIME_LENGTH_AND_SCALE
パラレル・キャンバスでのコネクターの動作を変更するには、この環境変数を設定
します。
この環境変数が 1 に設定されている場合、パラレル・エンジンで実行されるコネク
ターは、タイム・スタンプ列に対して指定された長さとスケールを無視します。例
えば、この環境変数の値が設定されていない場合、タイム・スタンプ列の長さが 26
でスケールが 6 であるとすると、パラレル・キャンバス上のコネクターは、タイ
ム・スタンプがマイクロ秒の単位まであるものと見なします。この環境変数の値が
1 に設定されている場合、タイム・スタンプ列の長さが 26 でスケールが 6 であっ
ても、マイクロ秒単位に拡張するプロパティーが設定されている場合を除き、パラ
レル・キャンバス上のコネクターは、タイム・スタンプがマイクロ秒の単位まであ
るものとは見なしません。

CC_MSG_LEVEL
コネクターがログ・ファイルに記録するメッセージの最小重大度を指定する場合
は、この環境変数を設定します。
デフォルト値である 3 の場合、通知メッセージと、それよりも重大度の高いメッセ
ージがログ・ファイルに記録されます。
有効な値は次のリストのとおりです。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 通知
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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v 4 - 警告
v 5 - エラー
v 6 - 致命的

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

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

CC_USE_EXTERNAL_SCHEMA_ON_MISMATCH
デザイン・スキーマと外部スキーマが一致しないときにデザイン・スキーマではな
く外部スキーマを使用するには、この環境変数を設定します。
このスキーマは、スキーマ調整のために使用されます。この環境変数の値が設定さ
れている場合、動作は古いバージョンと変わらず、同じままになります。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。
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付録 C. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



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


optional_item

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



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

required_choice1
required_choice2



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


optional_choice1
optional_choice2

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


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

 required_item  repeatable_item



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



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

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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付録 D. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 21. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 22. 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

特記事項および商標
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表 22. 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
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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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