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第 1 章 コネクター・マイグレーション・ツール
コネクターの持つ追加機能の利点を活用するには、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールを使用して、プラグインおよびオペレーター・ステージの代わりにコネ
クターを使用するためにジョブをマイグレーションします。
次の表に、コネクターにマイグレーションできるステージと、そのステージがマイ
グレーションする対応するコネクターをリストします。
表 1. ステージおよび対応するコネクター
ステージ

コネクター・ステージ

DB2Z ステージ
DB2 UDB API ステージ
DB2 UDB Enterprise ステージ
DB2 UDB Load ステージ

DB2 Connector

DRS ステージ

DRS Connector

Java Client ステージ
Java Transformer ステージ

Java Integration ステージ

Netezza Enterprise ステージ

Netezza Connector

ODBC Enterprise ステージ
ODBC (Server) ステージ
SQLServer Enterprise ステージ

ODBC Connector

Oracle OCI ステージ
Oracle OCI Load ステージ
Oracle Enterprise ステージ

Oracle Connector

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

API ステージ
Enterprise ステージ
Load ステージ
Multiload ステージ

WebSphere® MQ ステージ

Teradata Connector

WebSphere MQ Connector

.

コネクターを使用するためのジョブのマイグレーション
コネクターを使用するためにジョブをマイグレーションするには、コネクター・マ
イグレーション・ツールを実行する必要があります。
コネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、Microsoft Windows の「プ
ログラム」メニューまたはコマンド・ラインから開始します。このツールをコマン
ド・ラインから開始すると、ユーザー・インターフェースからは使用できない追加
のオプションを使用できます。
ユーザー・インターフェースでは、マイグレーションするジョブ、共有コンテナ
ー、およびステージを評価するためのプロセスが順番に示されます。マイグレーシ
ョンするジョブを選択します。ツールによって、各ジョブ名の脇に、ジョブを完全
© Copyright IBM Corp. 1998, 2014
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にマイグレーションできるのか、部分的にマイグレーションできるのか、それとも
一切マイグレーションできないのかを示すアイコンが表示されます。評価するジョ
ブのリストを絞り込むために、特定のプラグインおよびオペレーター・ステージを
含むジョブだけがリストされるように指定できます。このツールでは、マイグレー
ションする前にジョブのバックアップを作成できます。ジョブのバックアップ・コ
ピーを作成してからバックアップをマイグレーションするか、ジョブのバックアッ
プ・コピーを作成してからオリジナル・ジョブをマイグレーションできます。いず
れにしても、オリジナルのジョブが失われることはありません。ジョブがマイグレ
ーションされ、元のジョブと同じフォルダーに配置されます。また、マイグレーシ
ョンの結果が記録されたログ・ファイル CCMigration.log が、現行ディレクトリー
内に作成されます。
コネクター・マイグレーション・ツールのコマンド・ライン・オプションでは、ユ
ーザー・インターフェースと同じ機能に加えて、追加オプションを使用できます。
コマンド・ラインを使用して実行できる追加のタスクは次のとおりです。
v マイグレーション対象とみなされるジョブ名のリストを指定する。
v マイグレーション対象とみなされる共有コンテナー名のリストを指定する。
v マイグレーション対象とみなされるジョブを制限するためにステージ・タイプ名
のリストを指定する。
v 練習用マイグレーションを実行する。実際のマイグレーションは行われず、マイ
グレーションで起こり得る結果がログ・ファイルに書き込まれます。結果を検討
し、必要に応じてマイグレーションを微調整してから、実際のマイグレーション
を実行できます。
v ジョブ、ジョブのステージ、およびステージ・タイプのレポートを作成する。
注:
v コネクター・マイグレーション・ツールは、オペレーティング・システム・レベ
ルの環境変数は読み取りません。環境変数は、InfoSphere DataStage の中で、プロ
ジェクト・レベルまたはジョブ・レベルで定義されている場合に限り読み取られ
ます。最初に、プロジェクト・レベルの環境変数が読み取られ、その後、ジョブ
の環境変数によって上書きされます。コネクター・マイグレーション・ツール
は、空白のデフォルト値をもつ環境変数は無視します。環境変数のデフォルト値
はマイグレーションされますが、ランタイム値はマイグレーションされません。
v 本書全体を通じて、「ジョブ」という用語は、パラレル共有コンテナーおよびサ
ーバー共有コンテナーに加え、IBM® InfoSphere® DataStage® ジョブを指します。

ユーザー・インターフェースを使用したジョブのマイグレーション
コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、マイグレーションに適格のジ
ョブとステージを表示し、それらをマイグレーションして、プラグインとオペレー
ター・ステージを使用するのではなく、コネクターを使用するようにします。

このタスクについて
InfoSphere DataStage and QualityStage® デザイナー または InfoSphere DataStage and
QualityStage ディレクター クライアントに接続する場合に使用するのと同じプロジ
ェクト接続詳細を使用して、コネクター・マイグレーション・ツールに接続しま
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す。マイグレーションするジョブを作成および変更するための十分なユーザー特権
が必要です。

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「コネクター・マイグレーション・ツール」を選択します。
2. 「ログオン」ウィンドウの次のフィールドに情報を入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、サービス層のホスト名を入力します。ホスト名に
コロンを付けて、オプションのポートを指定できます。 ここで指定するホス
ト名は、Designer Client の開始時に指定したものと同じホストです (例え
ば、mymachine:9080)。
b. 「ユーザー名」フィールドに、InfoSphere DataStage ユーザー名を入力しま
す。
c. 「パスワード」フィールドに、InfoSphere DataStage パスワードを入力しま
す。
d. 「プロジェクト」フィールドに、プロジェクトの名前を入力します。 ドメイ
ン・サーバーからみてリモートである InfoSphere DataStage サーバーにアク
セスするには、server:[port]/project のように完全なプロジェクト名を指定して
ください。代わりに、「プロジェクト」フィールドの横のボタンを押して、
完全修飾プロジェクト名を選択できるダイアログ・ボックスを表示すること
もできます。
e. OK をクリックします。 アイコンは、それぞれのジョブの状況を示していま
す。 グレイのアイコンは、ジョブがマイグレーションできないことを示しま
す。疑問符 (?) の付いたグレイのアイコンは、ジョブが正常にマイグレーシ
ョンできる可能性があることを示します。
3. 以下の手順のいずれかで、マイグレーションを検討するジョブおよびステージを
表示します。
v 「表示」 > 「すべてのジョブを表示」を選択して、プロジェクト内のすべて
のジョブを表示します。これは、デフォルトの表示です。
v 「表示」 > 「すべてのマイグレーション可能なジョブを表示」を選択して、
プロジェクト内にあり、マイグレーションしてコネクターを使用できるすべて
のジョブを表示します。マイグレーションできるステージが入っていないジョ
ブは、ジョブ・リストから除外されます。
v 「表示」 > 「ステージ・タイプごとにジョブを表示」を選択して、「ステー
ジ・タイプによるフィルタリング」ウィンドウを開きます。
4. 次のステップを実行して、ジョブを分析します。
a. ジョブ・リストの中でジョブを強調表示します。
b. ジョブ・リストで目的のジョブを展開し、ジョブ内のステージを表示しま
す。
c. 1 つ以上のジョブを選択して、「分析」をクリックします。
分析が終わると、ジョブ、ステージ、またはプロパティーのアイコンの色で、マ
イグレーション可能かどうかが示されます。緑色のアイコンは、そのジョブ、ス
テージ、またはプロパティーがマイグレーション可能であることを示します。赤
色のアイコンは、そのジョブまたはステージがマイグレーションできないことを
示します。オレンジ色のアイコンは、ジョブまたはステージが部分的にマイグレ
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ーションできて、コネクターの中に、ステージ内のプロパティーと同等のものが
ないことを示します。グレイのアイコンは、ジョブまたはステージがマイグレー
ション対象として適格ではないことを示します。
注: コネクター・マイグレーション・ツールは、ステージが表示する名前ではな
く、内部プロパティー名を表示します。各プロパティーの内部名と対応する表示
名について記載された表を表示するには、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントから、リポジトリー・ツリー内の「ステー
ジ・タイプ」フォルダーを開きます。ステージ・アイコンをダブルクリックして
から、「プロパティー」タブをクリックして、ステージ・プロパティーを表示し
ます。
5. 「環境設定」をクリックし、ジョブのマイグレーション方法を選択します。
v 「ジョブをクローンし、クローンされたジョブをマイグレーションする」を選
択して、ジョブのコピーを作成したあと、コピーをマイグレーションします。
オリジナルのジョブは元の状態のままです。
v 「ジョブをバックアップし、オリジナル・ジョブをマイグレーションする」を
選択して、ジョブのコピーを作成してから、オリジナル・ジョブをマイグレー
ションします。
v 「オリジナル・ジョブのマイグレーション」を選択して、バックアップを作成
せずにジョブをマイグレーションします。
6. マイグレーションするジョブおよびステージを選択してから、「マイグレーショ
ン」をクリックします。
ジョブおよびステージがマイグレーションされて、オリジナル・ジョブと同じフ
ォルダーに配置されます。ロギングが使用可能になっている場合には、マイグレ
ーション・タスクのレポートが書き込まれたログ・ファイルが作成されます。ジ
ョブが正常にマイグレーションされると、ジョブ・リストのジョブ名の脇に緑色
のチェック・マークが表示され、ジョブがマイグレーションされたことを示しま
す。

コマンド・ラインを使用したジョブのマイグレーション
コネクター・マイグレーション・ツールをコマンド・ラインから実行すると、ユー
ザー・インターフェースで使用できない追加オプションを使用できます。

このタスクについて
コマンド・ラインからコネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、コ
マンド CCMigration に続いて、一連の必須パラメーターおよびオプション・パラメ
ーターを指定します。コネクター・マイグレーション・ツールがコマンド・ライン
から開始され、-C、-M、または -B オプションのどれも指定されていなければ、ユ
ーザー・インターフェースが表示されます。これらのオプションのいずれかが指定
されている場合は、その後ユーザーとの対話なしでマイグレーションが続行されま
す。したがって、以下に説明するコマンド・ライン・オプションは、ユーザー・イ
ンターフェースが表示されているか否かに関わらず使用できます。
ジョブが正常にマイグレーションされると、ジョブ・リストのジョブ名の脇に緑色
のチェック・マークが表示され、ジョブがマイグレーションされたことを示しま
す。
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手順
1. IBM InfoSphere DataStage クライアントのコマンド・ラインから、
<InformationServer>¥Clients¥CCMigrationTool ディレクトリーに移動します。
2. コマンド CCMigration に続いて、以下の必須パラメーターを入力します。
v -h host:port。host:port は、InfoSphere DataStageサーバーのホスト名とポート
です。ポートを指定しなければ、port はデフォルトで 9080 になります。
v -u user name。ここで、user name は、InfoSphere DataStage ユーザーの名前
です。
v -p password。ここで、password は、InfoSphere DataStage ユーザーのパスワー
ドです。
v -P project。ここで、project は接続先のプロジェクトの名前です。ドメイン・
サーバーからみてリモートである InfoSphere DataStage サーバーを指定するに
は、server:[port]/project というフォーマットを使用して、完全修飾プロジェク
ト名を指定します。
v 次のいずれかを指定します。
– -M。このパラメーターを指定すると、オリジナル・ジョブがマイグレーシ
ョンされ、バックアップ・ジョブは作成されません。
– -B job name extension。job name extension は、一連の英数字とアンダース
コアーからなります。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイ
グレーション・ツールはバックアップ・ジョブを作成し、そのバックアッ
プ・ジョブに source job name+job name extension 形式の名前を付け、オリ
ジナル・ジョブをマイグレーションします。バックアップ・ジョブは、リ
ポジトリー内でソース・ジョブと同じ位置に保存されます。
– - C job name extension。ここで、job name extension は、英数字とアンダー
スコアーの組み合わせです。このパラメーターを指定すると、コネクタ
ー・マイグレーション・ツールはソース・ジョブのクローンを作成して
source job name+job name extension という名前を付け、クローン・ジョブ
をマイグレーションします。クローンしたジョブは、リポジトリー内の、
ソース・ジョブと同じ場所に保存されます。
次のオプションのいずれかを指定すると、マイグレーションは追加のユーザー入
力なしに続行されます。-M、-B、-C のいずれも指定しなければ、ジョブをマイ
グレーションする方法について追加の選択を行えるように、ユーザー・インター
フェースが表示されます。
3. オプション: 次のオプション・パラメーターのいずれかを入力します。
v -L log file。ここで、log file は、マイグレーションの結果を記録するログ・フ
ァイルのファイル名とパスです。
v -S stage types。stage types は、ステージ・タイプのコンマ区切りのリストで
す。デフォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、すべてのス
テージ・タイプをマイグレーションします。このパラメーターは、指定したス
テージ・タイプを含むジョブのみをマイグレーションする場合に使用しま
す。-S と -J の両方のパラメーターを指定した場合、指定されたジョブ内の
指定されたステージ・タイプのみがマイグレーションされます。-S パラメー
ターを指定し、-C、-M、-B のどのパラメーターも指定しなければ、ユーザ
ー・インターフェースに表示されるジョブ・リストの中に、指定されたステー
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ジ・タイプを含んだジョブのみが表示されます。表示されるジョブを制限する
ことで、コネクター・マイグレーション・ツールの起動時間を大幅に低減でき
る場合があります。
v -J job names。job names は、ジョブのコンマ区切りのリストです。デフォル
トでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、プロジェクト内のすべて
の適格なジョブをマイグレーションします。このパラメーターは、特定のジョ
ブのみをマイグレーションする場合に使用します。-J パラメーターを指定
し、-C、-M、-B のどのパラメーターも指定しなければ、ユーザー・インター
フェースに表示されるジョブ・リストの中に、指定されたジョブのみが表示さ
れます。表示されるジョブを制限することで、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールの起動時間を大幅に低減できる場合があります。
v -c shared container names。shared container names は、共有コンテナーのコン
マ区切りのリストです。デフォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、プロジェクト内のすべての適格な共有コンテナーをマイグレーション
します。このパラメーターは、特定の共有コンテナーのみをマイグレーション
する場合に使用します。-c パラメーターを指定し、-C、-M、-B のどのパラメ
ーターも指定しなければ、ユーザー・インターフェースに表示されるジョブ・
リストの中に、指定された共有コンテナーのみが表示されます。表示される共
有コンテナーを制限することで、コネクター・マイグレーション・ツールの起
動時間を大幅に低減できる場合があります。
v -R。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、指定されたジョブがマイグレーションされた場合に発生するマイグレーシ
ョンの詳細を報告しますが、実際のマイグレーションは実行しません。詳細
は、-L パラメーターを使用して指定されたログ・ファイルの中に報告されま
す。
v -a auth file。ここで、auth file はユーザー名とパスワードを記録したファイル
名です。
v -A。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、ジョブ・デザインに注釈を追加します。注釈は、マイグレーションされた
ステージ、ステージのマイグレーション元のジョブ、およびマイグレーション
の日付を記述したものです。
v -djob dump file。ここで、job dump file は、ジョブ、共有コンテナー、および
ステージのリストが書き込まれたファイルのファイル名とパスです。ジョブ・
ダンプ・ファイルを使用すると、どのジョブがマイグレーションにふさわしい
かを判断したい場合に役立ちます。-d パラメーターを -J、-c、および -S と
一緒に使用して、特定のジョブ、共有コンテナー、およびステージ・タイプの
それぞれをリストすることができます。
v -V。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、マイグレーションされたステージのターゲット・コネクター・バリアント
を指定します。リストの形式は、{StageTypeName=Variant} を含んだコンマ区
切りのリストです。
v -v。-d コマンドと共にこのパラメーターを指定すると、ステージ・プロパテ
ィーの値がレポートの中に含められます。指定しなければ、レポートには、ス
テージの名前とタイプのみが含められ、ステージ・プロパティーは含められま
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せん。このオプションは、特定のプロパティー値を持つステージが含まれるジ
ョブを識別する場合に役立ちます。このオプションが指定されると、–S は無
視されます。
v -T。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、バリアント・マイグレーション・モードを使用可能にします。ジョブおよ
びコンテナーの中の、–V コマンドでリストされるステージ・タイプと一致す
るすべてのコネクター・ステージが変更されます。
v -U。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、プロパティー・アップグレード・マイグレーション・モードを使用可能に
します。ジョブおよびコンテナーの中の、プロパティーが StageUpgrade.xml
ファイル内に指定された条件と一致するすべてのコネクター・ステージがアッ
プグレードされます。
v -b stage type。ここで、stage type はマイグレーションする組み込みステー
ジ・タイプです。このパラメーターは、コマンド・ラインのみでサポートさ
れ、ユーザー・インターフェースではサポートされません。現時点では、
UniData 6 ステージのみがサポートされます。 UniData 6 ステージを UniData
ステージにマイグレーションするには -b CUDT6Stage を指定します。

例
次のコマンドはコネクター・マイグレーション・ツールを開始し、ユーザー billg
としてサーバー dsserver 上のプロジェクト billsproject に接続して、ジョブ
db2write および db2upsert をマイグレーションします。
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck
-P billsproject -J db2write,db2upsert -M

非推奨ステージ
非推奨でパレットから削除されたいくつかのステージは、機能とパフォーマンスが
向上したコネクターによって置き換えられます。ただし、こうした非推奨ステージ
でも、ジョブで使用することができ、パレットに戻すことができます。
以下のステージ・タイプは、パラレル・ジョブ・キャンバスのパレットから削除さ
れました。
v DB2Z
v DB2® UDB API
v DB2 UDB Load
v DRS
v Dynamic RDBMS
v Java Client
v Java Transformer
v Netezza Enterprise
v ODBC Enterprise
v Oracle 7 Load
v Oracle OCI Load
v Oracle Enterprise
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v Teradata API
v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere MQ
以下のステージ・タイプは、サーバー・ジョブ・キャンバスのパレットから削除さ
れました。
v Dynamic RDBMS
新規ジョブを作成する際は、非推奨ステージの代わりにコネクターを使用すること
を検討してください。次の表に、非推奨ステージの代わりに、どのコネクターを使
用するかを示します。
表 2. ステージおよび対応コネクター
非推奨ステージ

コネクター・ステージ

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

DRS

DRS Connector

Dynamic RDBMS

DB2 Connector
Oracle Connector
ODBC Connector

Java Client
Java Transformer

Java Integration ステージ

Netezza Enterprise

Netezza Connector

ODBC Enterprise

ODBC Connector

Oracle 7 Load
Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Oracle Connector

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata Connector

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

非推奨ステージ・タイプのいずれかを新規ジョブで使用するには、そのステージ・
タイプをリポジトリー・ツリーからキャンバスまたはパレットにドラッグします。
リポジトリー・ツリーから「ステージ・タイプ」を展開します。「ステージ・タイ
プ」の下で、使用するステージに応じて「パラレル」または「サーバー」を展開し
ます。目的のステージ・タイプをジョブ・キャンバスかパレットまでドラッグしま
す。
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第 2 章 DB2 データベースへのアクセスの構成
DB2 データベースへのアクセスを構成するには、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、インストールしたライブラリーへのパスをライブラ
リー・パス環境変数に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、
環境変数の設定についてのトピックを参照してください。

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。
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。
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表 3. 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/
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 4. 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
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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
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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 5. 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。
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。

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。
第 2 章 DB2 データベースへのアクセスの構成

11

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。

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。
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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。
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。
第 2 章 DB2 データベースへのアクセスの構成
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2. 「編集」をクリックし、クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーへの
パスを指定します。
3. OK をクリックします。
4. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。
5. ASB エージェント・プロセスを再始動します。
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第 3 章 DB2 Connector
DB2 Connector を使用して、データの読み取り、書き込み、およびロードを実行す
るジョブを作成できます。 これを使用するには、最初に構成を行う必要がありま
す。

DB2 for Linux, UNIX, and Windows データベースを使用した、DB2
Connector のパラレル処理の構成
パラレル・モードでデータの読み書きをするように DB2 Connector を構成できま
す。ハードウェアでのパラレル処理の分散は、DB2 for Linux, UNIX, and Windows
パーティション分散に基づきます。

DB2 for Linux, UNIX, and Windows ノードおよび ETL ノード
の定義
パラレル・エンジン構成ファイル (「APT 構成ファイル」とも呼ばれます) で、
DB2 for Linux, UNIX, and Windows ノードまたは ETL ノードを定義する必要があ
ります。DB2 Connector は、APT 構成ファイルに指定された情報を使用して、ター
ゲット表に示されているパーティションの数に基づき、処理ノードの数を決定しま
す。
DB2 Connector は、DB2 ノードまたは ETL ノードで実行できますが、同時に両方
で実行することはできません。APT 構成ファイルで関連ノード・プール内に DB2
ノードと ETL ノードの両方が指定されている場合、コネクターは DB2 ノードで実
行され、ETL ノードを無視します。DB2 ノードが指定されていない場合、コネクタ
ーは ETL ノードで実行されます。 コネクターが ETL ノードで実行される場合
は、少なくとも 1 つの ETL ノードを指定する必要があります。
コネクターが DB2 ノードで実行される場合は、表がまたがっているすべての DB2
ノードを指定する必要があります。表のパーティションが、構成ファイルにリスト
されていない DB2 ノード上にあると、ジョブが失敗します。DB2 ノード当たりの
プレイヤー・プロセスの数は、各 DB2 パーティションに対して必ず 1 つのプレイ
ヤー・プロセスが存在するように、選択された表のパーティション分散に基づいて
動的に決定されます。各プレイヤー・プロセスは、その物理 DB2 ノード上でホス
トされているパーティションのデータを処理します。
すべての物理ノードに論理ノードを 1 つずつ指定する必要があります。同じ物理ノ
ードに複数の論理ノードが定義されている場合、コネクターは最初の論理ノードを
使用します。例えば、16 個のパーティションと 1 つの物理 ETL ノードを持つ
DB2 表の場合、その単一の物理 ETL ノードにマップする 1 つの論理ノードが指定
されたパラレル・エンジン構成ファイルを用意します。
ノード・プールまたはノード・マップ制約を使用するように DB2 Connector を構成
できます。ノード・マップ制約を指定しない場合、コネクターはデフォルトのノー
ド・プールを使用します。これは、APT 構成ファイル内で 2 つの二重引用符 ("")
で示されます。コネクターは、DB2 ノード・プールを使用しない場合、DB2 から受
© Copyright IBM Corp. 1998, 2014
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け取る情報を使用して、構成ファイル内で DB2 ノードを見つけます。APT 構成フ
ァイルに DB2 ノード・プールが指定されていても、DB2 Connector がそれを自動
的に使用することはありません。DB2 ノード・プールを使用するようにコネクター
を構成するには、「高度」ページ上の「ノード・プールとリソースの制約」プロパ
ティーでノード・プールを構成する必要があります。
例えば、コネクターが 4 つの DB2 ノード上で実行され、それぞれのノードに 4
個のパーティションがある場合、4 つのプレイヤー・プロセスが各ノード上で実行
されます。1 つの表が 16 個のパーティションのうち 14 個のみにまたがる場合、
最初の 3 つのノードには 4 つのプレイヤーが含まれ、最後のノードには 2 つのプ
レイヤーが含まれます。コネクターは、ETL ノードで実行される場合、それぞれの
物理 ETL ノードが同じ負荷を受けるようにプレイヤー・プロセスを分散します。
以下の表に、16 個のパーティションを含む表のパラレル処理の分散を示します。
表 6. 各ノードで実行されるプレイヤー・プロセスの数
合計 ETL ノード

各ノード上のプレイヤー・プロセス

1

16

2

8, 8

3

5, 5, 6

4

4, 4, 4, 4

ジョブの実行時に、コネクターがプレイヤー・プロセスの数を動的に判別します。
別の表に対してこのジョブを実行する場合、パラレル構成ファイルを変更する必要
はありません。

バルク・ロードの処理ノード数の制限
DB2 Connector は、データベース・パーティション当たり 1 つのプレイヤー・プロ
セスを使用します。ただし、複数のパーティションに対して 1 つのプレイヤー・プ
ロセスを実行するよう DB2 Connector を構成することにより、バルク・ロードの並
列処理を制限することができます。
例えば、複数のパーティションを含む 1 つの表に対して複数のプレイヤー・プロセ
スを使用すると、パフォーマンスが低下します。「並列処理を制限」プロパティー
を「はい」に設定して、複数のパーティションに対して 1 つのプレイヤー・プロセ
スを実行するよう並列処理を制限します。
プレイヤー・プロセスの数を制限すると、各プレイヤー・プロセスが複数の DB2
パーティションを処理します。コネクターはデータのパーティション化を部分的に
しか実行せず、DB2 サーバーが各パーティションのデータの送付先を決定して処理
を終了します。DB2 サーバーがプロセスを部分的に実行するため、DB2 サーバーに
は追加の負荷がかかります。制限を調整することで、コネクターと DB2 サーバー
との負荷のバランスをとります。
プレイヤー・プロセスをいくつ割り振れば最適であるかを判断するには、それぞれ
の DB2 パーティションごとに 1 つのプレイヤー・プロセスを構成し、その後、パ
フォーマンスを測定しながら並列処理を徐々に減らします。パフォーマンスが向上
する場合は、パフォーマンスが低下するまで並列処理を徐々に減らし続けます。パ
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フォーマンスが向上しない場合は、プレイヤー・プロセス数を DB2 パーティショ
ン当たり 1 プレイヤー・プロセスというデフォルト値に保ちます。
並列処理を減らすことによってパフォーマンスが向上するのは、システムが多数の
プロセス数によって過負荷に陥った場合のみです。システムに十分な処理能力があ
る場合、コネクターは、1 つの DB2 パーティションにつき 1 つのプレイヤー・プ
ロセスが実行される場合に最高のパフォーマンスを達成します。
処理ノードの最大数は、DB2 パーティションの数に等しくなります。 指定された
数が DB2 パーティションの数より多い場合、コネクターは指定された値を無視し
て、1 つの DB2 パーティションにつき 1 つのプレイヤー・プロセスを実行しま
す。DB2 Connector が DB2 ノードで実行されている場合、プレイヤー・プロセス
の最小数は物理 DB2 ノードの数に等しくなります。物理 DB2 ノードごとに 1 つ
以上のプレイヤー・プロセスを指定する必要があります。DB2 Connector が ETL
ノードで実行されている場合、プレイヤー・プロセスの最小数は、「直接接続を使
用」プロパティーが「いいえ」に設定されているときは 1 になります。「直接接続
を使用」プロパティーが「はい」に設定されている場合、プレイヤー・プロセスの
最小数は物理 DB2 ノード数と等しくなります。DB2 Connector が ETL ノードで実
行されている場合、プレイヤー・プロセス限度が ETL ノード数より少ない値に設
定されていると、一部のノードは使用されません。DB2 Connector には、DB2 ノー
ド当たり 1 つ以上のプレイヤー・プロセスが必要であり、そのため、処理ノードの
最小数の設定が低すぎる場合、コネクターは失敗します。

直接接続を使用するための DB2 Connector の構成
直接接続を使用するよう DB2 Connector を構成すると、コネクターは、最初に
DB2 管理ノードにデータを送信せずに、適切な DB2 データ・ノードにデータを直
接送信します。

始める前に
v DB2 Connector が ETL ノードで実行されることを確認します。
v DB2 サーバーに別の管理ノードが含まれているか、または DB2 パーティション
が複数の DB2 データ・ノードにあることを確認します。
v すべての DB2 ノードおよび ETL ノードが同じネットワーク上にあることを確
認します。

このタスクについて
コネクターが ETL ノードで実行される場合、DB2 クライアントをリモート DB2
サーバーへの接続に使用する必要があります。DB2 サーバー管理ノードはクライア
ント上でカタログされており、すべての接続は、同じカタログ・エントリーを使用
します。DB2 Connector は、管理ノードを介してすべてのパーティションのデータ
を経路指定してから、データをデータ・ノードに送信します。データの経路を指定
する際、追加の処理およびネットワーク・アクティビティーが必要となるため、管
理ノードの過負荷やパフォーマンスの低下が発生する場合があります。
この状態を避けるために、先に管理ノードを通過せずに、各パーティションに直接
データを送信するようにコネクターを構成できます。

第 3 章 DB2 Connector
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例えば、次の表を検討してみましょう。この表は、1 つの管理ノードと 16 個のデ
ータ・パーティションが 4 つのデータ・ノードにまたがる環境で DB2 ノードをカ
タログする方法を示しています。
表 7. 1 つの管理ノードと 16 個のデータ・パーティションが 4 つのデータ・ノードにまた
がる環境での DB2 ノード
DB2 ノード

パーティション

説明

admin

0

このノードは管理ノードで
す。システム・カタログとそ
の他の共通情報を格納しま
す。

data1

1 2 3 4

このノードは、4 個のパーテ
ィションを持つデータ・ノー
ドです。

data2

5 6 7 8

このノードは、4 個のパーテ
ィションを持つデータ・ノー
ドです。

data3

9 10 11 12

このノードは、4 個のパーテ
ィションを持つデータ・ノー
ドです。

data4

13 14 15 16

このノードは、4 個のパーテ
ィションを持つデータ・ノー
ドです。

手順
1. 1 つの管理ノードと 4 つの物理 DB2 ノードを別々にカタログするには、以下
のコマンドを指定します。
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG

TCPIP
TCPIP
TCPIP
TCPIP
TCPIP

NODE
NODE
NODE
NODE
NODE

admin
data1
data2
data3
data4

REMOTE
REMOTE
REMOTE
REMOTE
REMOTE

admin
data1
data2
data3
data4

SERVER
SERVER
SERVER
SERVER
SERVER

50000
50000
50000
50000
50000

2. db2nodes.cgf ファイルで、各 DB2 ノードに関連付けられているパーティショ
ンを識別します。
3. 各データ・ノード上の最も低いパーティション番号に注目します。
4. 適切なデータベース・パーティションを含むリモート・データベースをカタロ
グするには、CATALOG DB mydb AS mydb AT NODE name コマンドを指定します。
例えば、4 つの DB2 データ・ノードのそれぞれに 4 つのパーティションがあ
る場合は、次のコマンドを発行します。
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG

DB
DB
DB
DB
DB

mydb
mydb
mydb
mydb
mydb

AS
AS
AS
AS
AS

mydb AT NODE admin
mydb1 AT NODE data1
mydb5 AT NODE data2
mydb9 AT NODE data3
mydb13 AT NODE data4

ここで、mydb はリモート・サーバーの名前です。
5. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントにログイ
ンします。
6. 変更するジョブを開きます。
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7. DB2 Connector ステージをダブルクリックします。
「直接接続を使用」プロパティーを「はい」に設定します。

8.

9. すべての ETL ノード上で各 DB2 ノードを別々にカタログします。
10. 「データベース」プロパティーを、リモート・サーバーの名前に設定します。
コネクターは、実行時に適切な接尾部を追加して、自動的に値を変更します。
各 DB2 データ・ノードは、そのデータ・ノード上の最も低いデータ・パーテ
ィションの番号である接尾部を持つ別名でカタログする必要があります。
11. ジョブを保存して閉じます。

DB2 システムの高可用性
高可用性のために、障害が発生した DB2 ノードがバックアップ・ノードに置換さ
れるように DB2 を構成することができます。
DB2 Connector ジョブが DB2 高可用性環境に的確に対応するように、以下の手順
を実行します。
v 障害が発生した DB2 ノードがバックアップ・ノードに置換されると、システム
の実際のホスト名が変更される場合があります。この状況に対応するために、仮
想ホスト名を使用して DB2 ノードをカタログします。
v

APT 構成ファイルを使用して DB2 ノードを指定する場合は、APT 構成ファイ
ルで、すべてのアクティブな DB2 ノードとすべてのバックアップ DB2 ノード
について実際の DB2 ホスト名を指定する必要があります。コネクターは アクテ
ィブな DB2 ノードのみを使用します。バックアップ・ノードが作動可能または
アクティブになると、コネクターはその変更を検出し、APT 構成ファイルでバッ
クアップ・ノードを探します。ジョブの実行中に DB2 ノードに障害が発生する
と、ジョブは失敗します。

v バックアップ・ノードが作動可能またはアクティブになった後で、ジョブを再開
する必要があります。

DB2 Connector を使用したジョブのデザイン
IBM DB2 Connector を使用して、データの読み取り、書き込み、およびロードを実
行するジョブを作成したり、あるジョブのコンポーネントを別のジョブで再利用す
るためにリポジトリーに保管するジョブを作成したりすることができます。

始める前に
v DB2 データベースへのアクセスを構成します。
v DB2 データベースに接続するユーザーに、ジョブで必要なアクションを実行する
ための正しい権限と特権があることを確認します。

手順
1. DB2 ソースから メタデータのインポートを行います。
2. Designer Client から DB2 Connector ステージにアクセスします。
3. DB2 表からデータを読み取るために、DB2 Connector ステージをセットアップ
します。
a. データのソースとして、DB2 Connector を構成します。
b. 列定義をセットアップします。
第 3 章 DB2 Connector
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c. データの読み取りの使用法プロパティーを定義します。
4. DB2 表にデータを書き込むために DB2 Connector ステージをセットアップする
には、以下の手順を実行します。
a. データのターゲットとして、DB2 Connector ステージを構成します。
b. 列定義をセットアップします。(まだ、リンク用に指定されていない場合)。
c. データの書き込みの使用法プロパティーを定義します。
d. オプション: データのパーティション化方法を定義します。
5. オプション: データのバッファリング方法を定義します。
6. データをルックアップするために、DB2 Connector をセットアップします。
7. リジェクト・データを管理するためにリジェクト・リンクを作成します。
8. ジョブをコンパイルして、実行します。

DB2 メタデータのインポート
DB2 Connector を使用してデータの読み取り、書き込み、またはルックアップを行
う前に、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、DB2 データベースで表と
ビューを表すメタデータをインポートできます。インポートされたメタデータは、
メタデータ・リポジトリーに保存されます。

始める前に
v 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エンジン層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、メタデー
タのインポートも失敗します。
v アクセスする各データベースを各エンジン層ノード上の DB2 クライアントにカ
タログします。
v 以下のシステム・スキーマに対して SELECT 特権があることを確認します。
表 8. 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.INDEXCOLUSE
SYSCAT.INDEXES
SYSCAT.KEYCOLUSE
SYSCAT.REFERENCES
SYSIBM.SYSDBAUTH
SYSCAT.TABCONST
SYSCAT.TABLES
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表 8. 必要な SELECT 特権 (続き)
DB2 製品
DB2 for z/OS

SELECT 特権を必要とする表
SYSIBM.SYSCOLUMNS
SYSIBM.SYSFOREIGNKEYS
SYSIBM.SYSINDEXES
SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SYSIBM.SYSKEYS
SYSIBM.SYSRELS
SYSIBM.SYSTABCONST
SYSIBM.SYSTABLES

v 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。デフォルトの DB2 イン
スタンスは、Linux または UNIX の場合 db2inst1、 Microsoft Windows の場合
DB2 です。
v 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。
– Linux または UNIX の場合、デフォルト・パスは /opt/IBM/db2/V9/lib64 で
す。
– Microsoft Windows の場合、デフォルト・パスは C:¥IBM¥SQLLIB¥BIN です。

このタスクについて
DB2 Connector を使用して、以下のタイプの資産に関するメタデータをインポート
できます。
v DB2 データベースが格納されているホスト・コンピューター。
v DB2 データベース。
v データベース・スキーマ。
v データベース表、システム表、およびビュー。インポートされる表はすべて、デ
ータベース表としてメタデータ・リポジトリーに保存されます。
v データベース列。
v ニックネーム (IBM InfoSphere Federation Server にはニックネーム・サポートが
あります。 ニックネームをインポートするには、IBM InfoSphere Federation
Server をインストールして構成する必要があります。)

手順
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートします。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した、メタデータのインポートについて
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詳しくは、IBM Knowledge Center のオンライン製品資料、または IBM InfoSphere
Information Server 共通メタデータ管理ガイド を参照してください。

DB2 Connector ジョブの定義
DB2 Connector を使用してジョブを定義するには、InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントを使用します。

手順
1. Designer Client で、メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」または「サーバー・ジョブ」アイ
コンを選択してから、「OK」をクリックします。
3. 「パレット」メニュー内のデザイナー・クライアントの左側で、「データベー
ス」カテゴリーを選択します。
4. 利用可能データベースのリストから「DB2」を見つけて、下矢印をクリックして
利用可能なステージを表示させます。
5. 「DB2 Connector ステージ」アイコンをパラレル・キャンバスまたはサーバー・
キャンバスにドラッグします。
6. 次の属性を入力および変更できます。
v 「DB2 Connector ステージまたはリンクの名前」。コネクターまたはリンク
のデフォルト名を変更します。 最大 255 文字まで入力できます。 もう 1 つ
の方法として、パラレル・キャンバスでステージまたはリンクの名前を変更す
ることができます。
v 「説明」。ステージまたはリンクの説明を入力します。これはオプションで
す。
7. 「保存」をクリックします。

次のタスク
DB2 Connector をソースとして使用するためのプロパティーを定義します。

データの読み取り
DB2 Connector を使用して DB2 表からデータを読み取るためには、DB2 Connector
をデータ処理のソースとして構成します。 DB2 Connector は SQL ステートメント
を実行し、その結果を 0 行以上の行のセットとして戻します。 ソース・コンテキ
ストで、コネクターは外部の DB2 データ・ソースからデータの抽出または読み取
りを行います。
次の図は、データを読み取るための DB2 Connector の使用例を示しています。 こ
のケースでは、DB2 Connector はデータを読み取り、そのデータを
DB2_Connector_1 から DB2_Connector_2 にロードします。データを読み取るため
の DB2 Connector を構成する場合、1 つだけ出力リンクを作成します。下の図で
は、これは DB2_Connector_1 から DB2_Connector_2 へ行を転送するリンクとして
示されています。
図 1. データの読み取りの例
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ソースとしての DB2 Connector の構成
IBM DB2 Connector ステージをデータ処理のソースとして構成することで、DB2
Connector ステージを使用してデータの読み取りができます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. 「出力」タブをクリックしてから、編集する出力リンクを選択します。 各出力
リンクを編集することで、DB2 Connector ステージをソースとしてセットアップ
できます。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、接続の作成に使用するインスタ
ンス、データベース、ユーザー名、およびパスワードを指定します。
4. 「代替コンダクター設定」フィールドに、コンダクター・ノードで使用する代替
接続設定を用意するかどうかを指定します。 デフォルト値は「いいえ」です。
「はい」を選択した場合、サブプロパティーの値を設定する必要があります。設
定するサブプロパティーは、代替接続に使用するインスタンス、データベース、
ユーザー名、および、パスワードです。
5. 該当する場合、データ接続を指定するために、以下のいずれかのオプションを選
択します。
オプション

説明

ロード

リポジトリーから既存のデータ接続をロード
します。

テスト

データ・ソースに対する接続をテストしま
す。

6. 「保存」をクリックして、指定した接続設定を保存します。

列定義のセットアップ
読み取り処理と書き込み処理の列定義のセットアップは、同じような方法で行いま
す。 また、列グリッドをカスタマイズしたり、後で使用するために列定義を保存し
たり、事前に定義した列定義をリポジトリーからロードしたりできます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
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2. 編集するリンクのタイプに応じて、「出力」タブまたは「入力」タブを選択しま
す。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。 そのあと、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. 行の各セルで、セルをダブルクリック
し、必要なオプションを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

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

5. 複数の列でメタデータを共有するには、メタデータを共有する複数の列を選択し
ます。
a. 右クリックし、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウに適切な情報を入力し、「OK」をクリックしま
す。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。 「OK」をクリックしま
す。

データの読み取り用のプロパティーの定義
データの読み取り時に IBM DB2 Connector がジョブ内でどのように作動するかを
構成する必要があります。

始める前に
DB2 Connector のデータベース接続を構成する必要があります。
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. 「出力」タブをクリックしてから、編集する出力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「使用法」セクションの「プロパティー」タブで、このコネクターがジョブでど
のように作動するかを指定します。
a. 「SQL を生成」フィールドに、実行時に SQL ステートメントを生成するか
どうかを指定します。
b. 「表名」フィールドに、読み取る表を指定します。
c. DDL ステートメントおよび DML ステートメントの全オブジェクト名の大/
小文字を保持する場合は、「識別子を引用符で囲む」フィールドに「はい」
を指定します。 デフォルトは「いいえ」です。
d. 「BEFORE または AFTER SQL」フィールドに、データ処理の前または後
に SQL ステートメントを実行するかどうかを指定します。
5. 「OK」をクリックして保存します。

ノーマル・ルックアップ処理の構成
データベース・ステージによって読み取られるデータは、Lookup ステージへの参照
データとして使用できます。 デフォルトでは、この参照データは、他の参照リンク
と同様に、メモリーにロードされます。 ノーマル・ルックアップ処理を実行する
と、DB2 Connector はすべてのレコードを取り出して、Lookup ステージでレコード
を処理できるようにします。

始める前に
最初にルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。また、Lookup ステージ
の入力ステージと Lookup ステージの出力ステージに列を定義する必要もありま
す。

手順
1. 「DB2 Connector ステージ」をダブルクリックして、「リンク・プロパティー」
ウィンドウを開きます。
2. 「ルックアップ・タイプ」ドロップダウン・リストから「ノーマル」を選択しま
す。
3. 「列」タブをクリックして、コネクターの接続先のデータベースから使用する列
を定義します。
4. 「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 接続プロパティーを「接続」セクションに定義してテストします。
b. 「使用法」セクションで、自動生成 SQL ステートメントを使用するか、ユ
ーザー定義 SQL ステートメントを使用するかを指定できます。 「キー」を
「はい」または「いいえ」として指定します。
v 「SQL を生成」を「はい」と指定した場合、「表名」を指定し、次に
Lookup ステージの「列」タブで「キー」列を選択します。 「キー」列を
指定するには、必要な列を 1 次リンクから参照リンクにドラッグします。
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この構文はスパース・ルックアップ処理で取り出されるレコード数とは対
照的に、多くのレコードが取り出されることを意味することに注意してく
ださい。
v 「SQL を生成」を「いいえ」と指定した場合は、Lookup ステージの
「列」タブで「キー」列を選択します。 「キー」列を指定するには、必要
な列を 1 次リンクから参照リンクにドラッグします。「SELECT ステー
トメント」プロパティーを指定します。 使用する SELECT ステートメン
トを「SELECT ステートメント」プロパティーに、select * from
table_name フォーマットを使用して入力します。この構文はスパース・ル
ックアップ処理で取り出されるレコード数とは対照的に、多くのレコード
が取り出されることを意味することに注意してください。
c. オプション: 「プロパティー」タブで他のすべてのプロパティーを構成しま
す。
5. 「OK」をクリックして、変更内容を保存します。
6. 入力リンクを出力リンクにマップするには、「Lookup ステージ」をダブルクリ
ックして、ステージ・エディターを開きます。
a. 入力リンクから出力リンクに列をドラッグまたはコピーして、出力リンクに
列を追加します。
b. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
c. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、このレコードを取り込むために、ジョブ
構成にリジェクト・リンクとターゲット・ステージが必要です。
7. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。

スパース・ルックアップ処理の構成
データベース・ステージによって読み取られるデータは、Lookup ステージへの参照
データとして使用できます。 デフォルトでは、この参照データは、他の参照リンク
と同様に、メモリーにロードされます。 Lookup ステージへの参照リンクとして直
接接続されている場合、DB2 Connector の「ルックアップ・タイプ」プロパティー
を「スパース」として構成することで、入力されるルックアップ行ごとに、個々の
SQL ステートメントをデータベースに送信することができます。

始める前に
ルックアップ処理ジョブを作成する必要があります。

このタスクについて
ステージへの入力行の数がデータベース表内の参照行の数より大幅に少ない場合
(1:100 以上)、DB2 Connector をスパース・ルックアップ処理を実行するように構成
して、入力されるルックアップ行ごとに、個々の SQL ステートメントをデータベ
ースに送信できます。 ルックアップ処理ジョブでは、コネクターは入力ステージか
らレコードを受け取ります。次に、コネクターは外部リソース上で直接ルックアッ
プ処理を実行します。 その後、コネクターは出力レコードを生成します。

26

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

パラレル・ジョブでのみ、スパース・ルックアップ方式を使用することができま
す。

手順
1. 「DB2 Connector ステージ」をダブルクリックして、「リンク・プロパティー」
ウィンドウを開きます。
2. 「ルックアップ・タイプ」リストから、「スパース」を選択します。
3. 「列」タブをクリックして、コネクターの接続先のデータベースから使用する列
を定義します。
4. 「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 接続プロパティーを「接続」セクションに定義してテストします。
b. 「使用法」セクションで、自動生成 SQL ステートメントを使用するか、ユ
ーザー定義 SQL ステートメントを使用するかを指定できます。 「SQL を
生成」を「はい」または「いいえ」として指定します。
v 「SQL を生成」を「はい」と指定した場合、「表名」を指定し、「列」タ
ブで「キー」列の詳細を指定します。
v 「SQL を生成」を「いいえ」と指定した場合は、SELECT ステートメン
ト」プロパティーを指定します。 SELECT ステートメントの選択部分のア
スタリスク・ワイルドカード (*) は、スパース・ルックアップでは機能し
ません。 したがって、データベースのすべての列をコンマで区切って指定
します。 このルックアップでは使用しない場合でも、「列」タブですべて
の列を指定する必要があります。 その後、列内の不要なフィールドを削除
できます。 次に、SELECT ステートメントの最初の部分の構文例を示しま
す: select Field001,Field002,Field003
c. 「プロパティー」タブで「表名」を指定し、ルックアップを実行する
WHERE 節を指定します。 WHERE 節に続くキー列にはワード
ORCHESTRATE と列名の先頭にピリオドが必要です。ORCHESTRATE は、
大文字でも小文字でも構いません。例えば、ORCHESTRATE.Field001 のように
指定します。 次の SELECT ステートメントは、WHERE 節の正しい構文の
例を示しています。 select Field001,Field002,Field003 from MY_TABLE
where ORCHESTRATE.Field001 = Field001。
d. オプション: 「プロパティー」タブで他のすべてのプロパティーを構成しま
す。
5. 「OK」をクリックして、変更内容を保存します。
6. 入力リンクを出力リンクにマップするには、「Lookup ステージ」をダブルクリ
ックして、ステージ・エディターを開きます。
a. 入力リンクから出力リンクに列をドラッグまたはコピーして、出力リンクに
列を追加します。
b. メニューの「制約」アイコンをクリックして、ルックアップ失敗の条件を定
義します。
c. 「ルックアップ失敗時」列に適切な値を選択して「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、このレコードを取り込むために、ジョブ
構成にリジェクト・リンクとターゲット・ステージが必要です。
7. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。
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データの書き込み
DB2 Connector を使用して DB2 表にデータを書き込むためには、DB2 Connector
をデータ処理のターゲットとして構成します。 DB2 Connector は SQL ステートメ
ントを実行し、その結果を 0 行以上の行のセットとして戻します。 ターゲット・
コンテキストで、コネクターは外部の DB2 データ・ソースに接続し、必要に応じ
てデータの挿入、更新、または削除を行います。
次の図は、データを書き込むための DB2 Connector の使用例を示しています。 こ
のケースでは、DB2 Connector は DB2_Connector_1 からデータを読み取り、その
データを DB2_Connector_2 にロードします。その後、DB2 Connector は、必要に
応じて DB2_Connector_2 に対してデータの挿入、更新、または削除を行います。
図 2. データの書き込みの例

ターゲットとしての DB2 Connector の構成
DB2 Connector をデータ処理のターゲットとして構成することで、DB2 Connector
ステージを使用してデータの書き込みができます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「DB2 Connector ステージ」アイコンをダブルクリ
ックします。
2. 「入力」タブをクリックしてから、編集する入力リンクを選択します。 各入力
リンクを編集することで、DB2 Connector ステージをターゲットとして構成でき
ます。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、DB2 Connector の接続設定を指
定します。
4. 該当する場合、データ接続を指定するために、以下のいずれかのオプションを選
択します。
オプション

説明

ロード

リポジトリーから既存のデータ接続をロード
します。

テスト

データ・ソースに対する接続をテストしま
す。

5. 「保存」をクリックして、指定した接続設定を保存します。

28

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

列定義のセットアップ
読み取り処理と書き込み処理の列定義のセットアップは、同じような方法で行いま
す。 また、列グリッドをカスタマイズしたり、後で使用するために列定義を保存し
たり、事前に定義した列定義をリポジトリーからロードしたりできます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. 編集するリンクのタイプに応じて、「出力」タブまたは「入力」タブを選択しま
す。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。 そのあと、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. 行の各セルで、セルをダブルクリック
し、必要なオプションを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

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

5. 複数の列でメタデータを共有するには、メタデータを共有する複数の列を選択し
ます。
a. 右クリックし、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウに適切な情報を入力し、「OK」をクリックしま
す。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
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b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。 「OK」をクリックしま
す。

データの書き込み用のプロパティーの定義
データの書き込み時に IBM DB2 Connector がジョブ内でどのように作動するかを
構成する必要があります。

始める前に
DB2 Connector のデータベース接続を構成する必要があります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. 「入力」タブをクリックしてから、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
a. 「書き込みモード」を指定します。
b. 「表名」フィールドに、データの書き込みに使用する SQL ステートメント
で使用する宛先表の名前を指定します。 書き込みモードの場合、表が存在し
ている必要があります。 表の「作成」アクションまたは「置換」アクション
を使用して、実行時に表を作成できます。 表名は、データ定義言語 (DDL)
ステートメントを生成するために使用されます。 表名を指定する必要がある
のは、書き込みモードが「バルク・ロード」に設定されている場合、「SQL
を生成」プロパティーが「はい」に設定されている場合、あるいは、「表の
アクション」プロパティーが「作成」、「ドロップ」、または「切り捨て」
に設定されている場合です。
c. 「SQL を生成」フィールドに、実行時に SQL ステートメントを生成するか
どうかを指定します。
d. DDL ステートメントおよび DML ステートメントの全オブジェクト名の大/
小文字を保持する場合は、「識別子を引用符で囲む」フィールドに「はい」
を指定します。 デフォルトは「いいえ」です。
e. 「SQL」フィールドに、適切な SQL ステートメントを指定します。
f. 「表のアクション」フィールドに、表の作成方法、あるいは既存の宛先表内
の行の編集方法または挿入方法を指定します。
g. 「BEFORE または AFTER SQL」フィールドに、データ処理の前または後
に SQL ステートメントを実行するかどうかを指定します。
4. 「OK」をクリックします。

データのバルク・ロード用のプロパティーの定義
IBM DB2 Connector が提供するバルク・ロード機能を使用すると、大量のデータを
新規または既存のデータベース表に効率よく移動することができます。 バルク・ロ
ード処理は、ラージ・オブジェクト (LOB) やユーザー定義タイプ (UDT) を含む、
ほとんどのデータ・タイプを扱うことができます。
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始める前に
v このステージの接続プロパティーのユーザー名に、指定したバルク・ロード・プ
ロパティーを使用するための正しいデータベース権限と特権があることを確認し
てください。 詳しくは、DB2 LOAD コマンドと ロード権限を説明している関連
トピックを参照してください。
v バルク・データをファイルからロードするには、File ステージを DB2 Connector
ステージの入力としてセットアップします。 ロードの全体のレコード・サイズ
は、パラレル・トランザクション・エンジンによって課せられる制限の影響を受
けます。 ただし、LOB が参照によって受け渡される場合は、制限はありませ
ん。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、入力リンクを選択します。
3. 「使用法」カテゴリーの「プロパティー」タブにある「書き込みモード」フィー
ルドで、「バルク・ロード」を選択します。
4. 「表名」フィールドで、データのロード先の表の名前を指定します。 スキーマ
名がユーザー名に指定した値と異なる場合は、schema.name のフォーマットの完
全修飾表名を使用してください。
5. バルク・ロード・プロパティーに適切な値を指定します。
6. DB2 パーティション・データベースに書き込むロードの場合、「パーティショ
ン・データベース構成」カテゴリーを展開して、「はい」を選択します。 パー
ティション・データベース・プロパティーに適切な値を指定します。
7. 「OK」をクリックします。

書き込み処理のデータ・パーティション
入力データを IBM DB2 データベースに書き込む前にパーティション化またはコレ
クティングする方法を指定します。また、書き込む前にデータをソートするように
指定することもできます。

始める前に
パーティション・タイプまたはコレクション・タイプの使用可能性は、DB2
Connector ジョブの実行をパラレル・モードにデザインしているか、あるいは、順次
モードにデザインしているかによって異なります。
v DB2 Connector ステージがパラレル・モードで実行されるように設定されている
場合は、「パーティション・タイプ」リストが使用可能になります。 リストから
特定の方式を選択すると、現在のパーティション方式はオーバーライドされま
す。
v DB2 Connector ステージが順次モードで実行されるように設定されていて、先行
するステージがパラレル・モードで実行されるように設定されている場合は、
「コレクション・タイプ」リストが使用可能になります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
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2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「パーティション」タブをクリックします。
4. 「パーティション・タイプ/コレクション・タイプ」リストから、パーティショ
ン・タイプを選択します。 書き込むデータに DB2 Connector データのパーティ
ション方式またはコレクション方式を適用する場合は、「DB2 Connector」を選
択します。 「パーティション・タイプ」リストの横の「プロパティー」アイコ
ンをクリックして、DB2 データベース、インスタンス、および表を指定してく
ださい。
5. 「OK」をクリックします。
書き込み処理のデータのソート:
「ソート」オプションが利用可能かどうかは、ステージ・エディターの「パーティ
ション」タブで選択したパーティション方式またはコレクション方式によって異な
ります。 「自動」あるいは「DB2 Connector」パーティション・タイプまたはコレ
クション・タイプを選択している場合は、データをソートできません。
手順
1. 「ソート」チェック・ボックスを選択します。
2. 前にソートしたデータ・セットを保存するには、以下のオプションのいずれか、
または両方を選択してください。
v 前にソートしたデータ・セットを保存する場合、「ステーブル」チェック・ボ
ックスを選択します。
v ソート・キー値が同一の複数レコードのうち 1 つのレコードのみを保存する
場合は、「ステーブル」と「ユニーク」の両方を選択してください。 この場
合、同一のソート・キー値を持つ複数レコードの最初のレコードが保存されま
す。
3. 「OK」をクリックします。

データ・ソートのキー列の定義:
ソートのキー列と、ソートするデータの列を定義できます。
手順
1. 「利用可能」リストで列をクリックすると、その列が「選択済み」リストに移動
します。
2. 「OK」をクリックします。

ソート順、大/小文字の区別、および照合シーケンスの定義:
ステージ・エディターで、書き込むデータのソート順、大/小文字の区別、および照
合シーケンスを定義できます。
手順
1. 「選択済み」リストに移動した列のいずれかを右クリックします。
2. ショートカット・メニューから、適切なオプションを選択します。各国語サポー
ト (NLS) が有効であれば、ソート処理の照合ロケールを指定できます。 照合ロ
ケールは、選択されたロケールに適した優先順位規則を指定します。
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a. 「ソート」領域で「プロパティー」アイコンをクリックします。
b. 「ソート・プロパティー」ウィンドウで、リストから照合ロケールを選択し
ます。
3. 「OK」をクリックします。

参照リンクを使用したデータのルックアップ
IBM DB2 Connector を使用して、データを DB2 表から直接ルックアップすること
ができます。この際、参照リンクにより DB2 Connector ステージを Lookup ステー
ジにリンクします。 Lookup ステージは、処理ステージです。 このステージを使用
して、データを出力できる他のパラレル・ジョブ・ステージからメモリーに読み取
られたデータ・セット上でルックアップ処理を実行します。 それぞれの参照リンク
に対して条件を指定できるため、このステージでは、条件が満たされている場合に
のみ、その参照リンク上でルックアップを実行します。

このタスクについて
参照リンクは、表のルックアップ処理を表します。 参照リンクは、Lookup ステー
ジへの入力リンクおよび他のタイプのステージ (例えば、DB2 Connector ステージ
など) からの出力リンクとして使用できます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバス上で、「DB2 Connector」アイコンと「Lookup
ステージ」アイコンをジョブ・デザイン・キャンバスにドラッグします。
(「Lookup ステージ」は、「パレット」メニューの「プロセス」カテゴリーにあ
ります。)
2. DB2 Connector ステージから Lookup ステージへリンクをドラッグすることで、
これらのステージを結合します。
3. リンクを右クリックして、メニューから「参照に変換」を選択します。 直線が
破線に変わり、このリンクが参照リンクであることを示します。
4. 「DB2 Connector」アイコンをダブルクリックして、DB2 Connector ステージ・
エディターを開きます。
5. ステージ・エディターで、そのステージのデータベース接続情報を定義して、そ
の後で、参照リンクの読み取り処理を定義します。 終了したら、「OK」をクリ
ックします。
6. 「Lookup ステージ」アイコンをダブルクリックして、Lookup ステージ・エデ
ィターを開きます。
7. 「Lookup ステージ」のルックアップ処理を定義します。 エディターの左のペ
インに入力リンクが示され、右のペインに出力リンクが示されます。 これらの
リンクのメタデータが、このペインの下に表示されます。 Lookup ステージで
は、1 次リンクからのソース・データ・セットのレコードごとに、参照リンクに
よってアタッチされた各ルックアップ・テーブル上でテーブル・ルックアップを
実行します。 テーブル・ルックアップは、ルックアップ・キー列のセット (テ
ーブルごとに 1 セット) の値に基づきます。
8. 「OK」をクリックします。
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エラーを含むレコードのリジェクト
コネクターにリジェクト・リンクが含まれている場合、指定されたリジェクト条件
に一致するレコードはリジェクト・リンクのターゲット・ステージに自動的にルー
ティングされ、残りのレコードの処理は続行されます。

始める前に
v コネクターと必須リンクを含むジョブを作成します。
v データベースへの接続を定義します。
v リンク上の列定義をセットアップします。
v 書き込みモードとターゲット表を指定します。

このタスクについて
リジェクト・リンクの構成に際して、レコードをリジェクトして、リジェクト済み
レコードを受け取るターゲット・ステージに送る時期を制御する 1 つ以上の条件を
選択します。また、レコードでエラーが発生した場合に生成される、エラー・コー
ドとエラー・メッセージの組み込みを選択することもできます。リジェクト・リン
クを定義していない場合、またはリジェクト・リンクを定義したが、問題のあるレ
コードが指定されたリジェクト条件のどれにも当てはまらない場合、コネクターは
致命的エラーを報告し、ジョブを停止します。
コネクターに複数の入力リンクがある場合、複数のリジェクト・リンクを指定でき
ます。「リジェクト元のリンク」フィールドを使用して、リジェクト・リンクに関
連付ける入力リンクを指定します。

手順
1. リジェクトされたレコードを受け取るようにターゲット・ステージを構成しま
す。
2. コネクターを右クリックし、ドラッグして、コネクターからターゲット・ステー
ジへのリンクを作成します。
3. リンクがコネクターの最初のリンクである場合は、そのリンクを右クリックし
て、「リジェクトに変換」を選択します。コネクターに既に入力リンクがある場
合は、新規リンクは自動的にリジェクト・リンクとして表示されます。
4. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
5. 「リジェクト」タブをクリックします。
6. コネクターに複数のリジェクト・リンクがある場合は、「リジェクト元のリン
ク」フィールドでリジェクト・リンクに関連付ける入力リンクを選択します。
7. 「選択された条件に基づいて行をリジェクト」リストで、レコードのリジェクト
に使用する条件を 1 つ以上選択します。
注: 条件を選択しないと、どの行もリジェクトされません。この場合、レコード
がターゲット表に書き込まれている間に何らかのエラーが発生すると、ジョブは
失敗します。
8. 次のいずれかの方式を使用して、リジェクトされた行が多すぎるためにジョブを
停止する条件を指定します。
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v 「異常終了条件」フィールドで、「パーセント」を選択します。次に、「異常
終了条件 (%) 」フィールドで、ジョブ中止の原因となるリジェクト行のパー
センテージを入力します。「この後にカウントを開始 (行数)」フィールドに、
リジェクトされた行のパーセンテージを計算するまでに処理する入力行数を指
定します。
v 「異常終了条件」フィールドで、「行数」を選択します。その後、「リジェク
ト後に異常終了 (行数)」フィールドに、ジョブが停止するまでに許可されるリ
ジェクト行の最大数を指定します。
9. 「リジェクト行に追加」リストで、リジェクトされたデータに含める追加の列を
選択します。例えば、Oracle Connector を使用している場合は、行をリジェクト
する理由についての情報が含まれる ERRORCODE および ERRORMESSAGE 列
を選択することをお勧めします。

ジョブ・パラメーターの指定
実行時にプロパティーの値を設定あるいは変更できるように IBM DB2 Connector
ジョブにパラメーターを定義することができます。ステージ・エディターで、パラ
メーターをサポートするすべてのプロパティーのパラメーターを作成、選択、ある
いは削除できます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを作成するプロパティーをクリ
ックします。 プロパティーがパラメーターに対応している場合、「ジョブ・パ
ラメーターを使用」ボタンが表示されます。
4. 必要に応じて、パラメーターを作成、選択、または削除します。
5. 「OK」をクリックします。

ジョブ・パラメーター作成
実行時にプロパティーの値を設定あるいは変更したい場合は、ジョブ・パラメータ
ーを作成します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを作成するプロパティーをクリ
ックします。 プロパティーがパラメーターに対応している場合、「ジョブ・パ
ラメーターを使用」ボタンが表示されます。
4. 「ジョブ・パラメーターを使用」ボタンをクリックして、「新規パラメーター」
を選択します。
5. 次のフィールドに値を指定します。
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a. 「パラメーター名」: パラメーターの名前を指定します。 このフィールドの
値に、BASIC プログラミング言語のキーワードを指定してはいけません。
この値は、名前の先頭および末尾に番号記号 (#) がついて、「プロパティ
ー」フィールドに表示されます。
b. 「プロンプト」: このパラメーターに対して表示するプロンプトを指定しま
す。
c. 「タイプ」: パラメーターのタイプを指定します。 デフォルトのタイプは、
このパラメーターのプロパティー・タイプと一致します。
d. オプション: 「デフォルト値」: このパラメーターに対して表示する値を指定
します。 この値は、実行時に変更することができます。
e. オプション: 「ヘルプ・テキスト」: このパラメーターに対して表示するヘル
プ・テキストを指定します。
6. 「OK」をクリックします。

例
この例では、さまざまなデータ・ソースに対して同じジョブを実行します。ジョブ
を作成する際、データ・ソース、ユーザー名、およびパスワードのプロパティーに
対するジョブ・パラメーターを定義して、コネクターが、実行時にユーザーにより
指定されたデータ・ソースに接続できるようにします。これらのパラメーターの値
は、InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター でジョブを実行するとき
に、「ジョブ実行オプション」ウィンドウで変更できます。 その後、コネクター
は、指定された値を使用してデータ・ソースに接続します。

ジョブ・パラメーターの選択
IBM DB2 Connector ジョブに既に定義されているパラメーターを再利用する場合、
既存のパラメーターを選択します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを選択するプロパティーをクリ
ックします。 プロパティーのパラメーターを選択できる場合は、「ジョブ・パ
ラメーターを使用」ボタンが表示されます。
4. 「ジョブ・パラメーターを使用」ボタンをクリックして、リストからパラメータ
ーを選択します。
5. 「OK」をクリックします。

ジョブ・パラメーターを削除
IBM DB2 Connector ジョブで、もはや必要とされなくなったパラメーターは削除し
ます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
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2. ステージ・エディターの左上隅で、編集するリンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブで、ジョブ・パラメーターを削除するプロパティーをクリ
ックします。
4. 「ジョブ・パラメーターを使用」ボタンをクリックして、「パラメーターのクリ
ア」をクリックします。
5. 「OK」をクリックします。

データ・バッファリングの定義
パフォーマンスを向上させ、ボトルネックを解決するために、 IBM DB2 Connector
ステージの入力データおよび出力データのバッファリング方法を指定できます。通
常、バッファーのサイズと処理は、すべてのステージのすべてのリンクで同じです
が、特定のリンクの設定を変更することができます。

このタスクについて
重要: デフォルトでは、データは、デッドロックが発生しないようにバッファリン
グされます。 不適切な値を設定するとデッドロックが発生するので、データ・バッ
ファリングの設定の変更には注意が必要です。
「詳細」タブ上のプロパティーを変更すると、リンクのもう一方のステージの「詳
細」タブも自動的に変更されます。
データ・バッファリングの設定を変更するには、次のようにします。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「DB2 Connector」アイコンをダブルクリッ
クします。
2. 編集するリンクに応じて、「入力リンク」タブまたは「出力リンク」タブを選択
します。
3. 「詳細」タブで「バッファリング・モード」を選択し、必要な値を指定します。
4. 「OK」をクリックして、変更を保存し、ステージ・エディターを閉じます。
プロパティーの詳細については、「ヘルプ」をクリックしてください。

データ・タイプの変換
IBM InfoSphere DataStage は、DB2 SQL データ・タイプと異なる SQL データ・タ
イプのセットをサポートします。
DB2 Connector を介してメタデータをインポートしたり、DB2 Connector を使用し
てデータを読み取る際に、DB2 Connector ステージは、DB2 データ・タイプを
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。 反対に、DB2 Connector を介
してデータをターゲット DB2 表に書き込むときに、InfoSphere DataStage データ・
タイプは DB2 データ・タイプに変換されます。
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DB2 から DataStage へのデータ・タイプ変換
データの読み取り時に、DB2 Connector ステージは、DB2 データ・タイプを
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。
同様に、メタデータは DB2 Connector によってインポートされた後、 DB2 デー
タ・タイプが IBM InfoSphere DataStage データ・タイプに変換されます。 以下の
表に、DB2 データ・タイプとInfoSphere DataStage データ・タイプの間のマッピン
グ・ルールを示します。
表 9. DB2 データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ
DB2 データ・タイプ

InfoSphere DataStage データ・タイプ

CHAR、254

Char

VARCHAR、32762

Varchar

LONGVARCHAR、32700

LongVarChar

DECIMAL

Decimal

NUMERIC

Decimal

SMALLINT

SmallInt

INTEGER

Integer

BIGINT

BigInt

REAL

Real

FLOAT (DOUBLE と同じ)

Float

DOUBLE PRECISION

Double

DATE

Date

TIME

Time

TIMESTAMP

TimeStamp

CHAR FOR BIT DATA

Binary

VARCHAR FOR BIT DATA

VarBinary

LONGVARCHAR FOR BIT DATA

LongVarBinary

GRAPHIC、127 2 バイト文字セット

NChar

VARGRAPHIC、16336 2 バイト文字セット

NVarChar

LONGVARGRAPHIC、16350 2 バイト文字セ
ット

LongNVarChar

DECFLOAT

Decimal

XML

NVarChar

CLOB

LongVarChar

BLOB

LongVarBinary

DBCLOB

LongNVarchar

メタデータのインポート時に「XML 列は LOB」オプションを選択することで、
XML データ・タイプを LOB としてインポートできます。 XML 列は、
string、ustring、LOB データ・タイプのいずれかに対応させることができます。

38

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

DataStage から DB2 へのデータ・タイプ変換
データの書き込み時に、 DB2 Connector ステージは、InfoSphere DataStage デー
タ・タイプを DB2 データ・タイプに変換します。
中には、InfoSphere DataStage データ・タイプから DB2 データ・タイプへの正確な
変換が存在しない場合があります (例えば、DB2 データ・タイプ GRAPHIC および
XML などです)。
以下の表に、InfoSphere DataStage データ・タイプと DB2 データ・タイプの間のマ
ッピング・ルールを示します。
表 10. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する DB2 データ・タイプ
InfoSphere DataStage データ・タイプ

DB2 データ・タイプ

SQL_BIGINT

BIGINT

SQL_BINARY

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BIT

サポートされない

SQL_CHAR

CHAR

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION

SQL_FLOAT

FLOAT

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARCHAR

LONGVARCHAR

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

TIME

SQL_TIMESTAMP

TIMESTAMP

SQL_TINYINT

SMALLINT

SQL_VARBINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARCHAR

VARCHAR

SQL_DECIMAL

DECFLOAT

DB2 Connector ジョブのコンパイルと実行
DB2 Connector ジョブをコンパイルして、スケジュールに入れて実行することがで
きる実行可能スクリプトにします。

手順
1. 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」ボタンをクリックします。
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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終了したときは、「実行」ボタンをクリックし、ジ
ョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 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。

z/OS へのバルク・ロードの DB2 Connector プロパティー
DB2 for z/OS® でバルク・ロードを実行するため、IBM DB2 Connector のバルク・
ロード・プロパティーを設定します。
バルク・ロード・プロパティーを使用可能にするには、「書き込みモード」を「バ
ルク・ロード」に設定し、「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」で「はい」を選
択する必要があります。
ロード方式
入力データを DB2 for z/OS にロードするときに使用するロード方式を指定
します。
DB2 for z/OS へのバルク・ロードを選択する場合、ロード方式を指定する
必要があります。以下の値が有効です。
v MVS™ データ・セット
v バッチ・パイプ
v USS パイプ
コネクターは、すべてのロード方式でパラレルで実行されます。コネクター
がパーティション表をロードすると、パーティションごとに別のロード・ユ
ーティリティーが呼び出されます。
転送

DB2 for z/OS にデータを転送するための転送プロパティーを設定します。
詳しくは、 44 ページの『転送プロパティー』を参照してください。

DSN 接頭部
データ・セット、バッチ・パイプ、および USS パイプの名前を構成するた
めに使用する DSN 接頭部を指定します。このプロパティーは、すべてのロ
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ード方式で使用可能です。DSN 接頭部を指定しない場合、「z/OS 上の DB2
へのバルク・ロード」->「転送」->「ユーザー」プロパティーの値が使用さ
れます。 「ユーザー」プロパティーの値を指定しない場合、「接続」->
「ユーザー名」プロパティーの値が使用されます。
DSN 接頭部を指定するときは、名前は以下の方法で構成されます。
v データ・ファイルには、prefix.IN.P##### という名前が付けられます。
##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。ロードされる表
がパーティション化されていない場合、パーティション番号は 00000 に
なります。
v 廃棄ファイルには、prefix.DSC.P##### という名前が付けられます。#####
は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。ロードされる表がパー
ティション化されていない場合、パーティション番号は 00000 になりま
す。
v 作業ファイルには、prefix.WORK1.P##### および prefix.WORK2.P#####
という名前が付けられます。##### は、ゼロが埋め込まれたパーティショ
ン番号です。ロードされる表がパーティション化されていない場合、パー
ティション番号は 00000 になります。
v エラー・ファイルには、prefix.SYSERR.P##### という名前が付けられま
す。##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。ロードされ
る表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は 00000
になります。
v マップ・ファイルには、prefix.SYSMAP.P##### という名前が付けられま
す。##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。ロードされ
る表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は 00000
になります。
DSN 接頭部には、ジョブの実行時に実際の日付と時刻に置き換えられる日
付と時刻のプレースホルダーが含まれています。日付形式は YYMMDD で
す。時刻形式は HHMMSS です。例えば、DSN 接頭部プロパティーの値が
USER1.DYYMMDD.THHMMSS で、ジョブが MVS データ・セット・ロード
方式を使用して非パーティション化表で 2010 年 2 月 8 日午前 10:21:24
に実行される場合、以下の名前が使用されます。
v USER1.D100208.T102124.IN.P00000
v USER1.D100208.T102124.DSC.P00000
v USER1.D100208.T102124.WORK1.P00000
v USER1.D100208.T102124.WORK2.P00000
v USER1.D100208.T102124.SYSERR.P00000
v USER1.D100208.T102124.SYSMAP.P00000
バッチ・パイプ・システム ID
バッチ・パイプ・システムの名前を指定します。
このプロパティーは、ロード方式として「バッチ・パイプ」を選択した場合
に限り使用可能です。このプロパティーは、データがどのように z/OS 上の
DB2 に転送されるかを決定します。このプロパティーに値を指定すると、
z/OS へのデータの転送にバッチ・パイプが使用されます。
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ファイルのみ
z/OS 上にデータ・ファイルを作成するには、「ファイルのみ」プロパティ
ーを使用します。
「ファイルのみ」プロパティーはオプションです。このプロパティーの有効
な値は、「はい」と「いいえ」です。「はい」を選択すると、データ・ファ
イルが z/OS 上に作成されますが、ロード・ユーティリティーは呼び出され
ません。
注: このプロパティーは、「ロード方式」が「MVS データ・セット」に設
定されている場合にのみ使用可能です。
デバイス・タイプ
「デバイス・タイプ」プロパティーは、データ・セットの割り振りに使用さ
れるデバイス・タイプの識別に使用されます。
このプロパティーはオプションです。値を指定しなければ、SYSDA がデフ
ォルト値です。
パーティション番号
ロードされるパーティションを指定します。
「パーティション番号」プロパティーはオプションです。このプロパティー
の値は、整数でなければなりません。値を指定しなければ、データはすべて
のパーティションにロードされます。
推定行カウント
「推定行カウント」プロパティーを使用して、結合されたすべてのパーティ
ションにロードされる行数の推定値を指定します。
この推定値は、データ・セットに割り振るディスク・スペースの総量の計算
に使用されます。「推定行カウント」プロパティーはオプションです。この
プロパティーの値は、整数でなければなりません。値を指定しなければ、
1000 がデフォルト値です。
統計

「統計」プロパティーを使用して、ロードの最後に表示する統計を指定しま
す。
「統計」プロパティーはオプションです。有効な値は、「なし」、「すべ
て」、「索引」、「表」です。「なし」がデフォルト値です。

ユーティリティー ID
ロード・ユーティリティーの実行を識別するために DB2 で使用する名前を
指定します。指定するユーティリティー ID には、接尾部 .P##### が追加
されます。##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。ロード
される表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は
00000 になります。コネクターがユーティリティー ID と接尾部を連結した
後で名前の長さが 16 文字を超える場合、コネクターはエラー・メッセージ
を発行します。ユーティリティー ID に値が指定されていない場合、デフォ
ルト値 DB2ZLOAD.P##### が使用されます。
このプロパティーはオプションです。
ロギングありでロード
「ロギングありでロード」プロパティーを使用して、ロード処理の間にロギ
ングを行うかどうかを指示します。
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「ロギングありでロード」プロパティーはオプションです。有効な値は「い
いえ」と「はい」です。値を指定しなければ、「いいえ」が使用されます。
コピー保留の設定
「コピー保留の設定」プロパティーを使用して、表スペースがコピー保留状
況に設定されるかどうかを指定します。
「コピー保留の設定」プロパティーはオプションです。このプロパティーの
有効な値は、「いいえ」と「はい」です。値を指定しなければ、「いいえ」
がデフォルト値です。
注: このプロパティーは、「ロギングありでロード」の値が「いいえ」の場
合に適用できます。
エンコード
「エンコード」プロパティーを使用して、入力データ・セットのエンコード
方式を指定します。詳しくは、 45 ページの『エンコード・プロパティー』
プロパティーを参照してください。
イメージ・コピー機能
このグループのプロパティーを使用して、イメージ・コピー・ファイルとリ
カバリー・ファイルの詳細を指定します。バルク・ロード・ジョブが完了し
た後に、イメージ・コピー機能を実行するかどうかを指定します。
このプロパティーの有効な値は次のとおりです。
v 並行
v 全部
v 増分
v いいえ (デフォルト)
有効な値を選択したときに表示されるプロパティーに値を指定することで、
イメージ・コピー機能を構成できます。
スコープ
イメージ・コピーのスコープを指定します。有効な値は「全部」お
よび「単一パーティション」です。
イメージ・コピー・ファイル
イメージ・コピー出力ファイルに関する特性を指定します。
イメージ・コピー・バックアップ・ファイル
イメージ・コピー・ファイルを作成するかどうかを指定します。
「イメージ・コピー・バックアップ・ファイル」プロパティーはオ
プションです。このプロパティーの値はブール値でなければなりま
せん。
リカバリー・ファイル
リカバリー・ファイルを作成するかどうかを指定します。
リカバリー・バックアップ・ファイル
追加のリカバリー・ファイルを作成するかどうかを指定します。
「リカバリー・バックアップ・ファイル」プロパティーはオプショ
ンです。
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変更限界パーセント 1
表スペースでの変更ページのパーセント限界を指定します。この時
点で増分イメージ・コピーが取得されます。 このプロパティーの値
は、イメージ・コピー機能が「増分」イメージ・コピーに設定され
ている場合に限って指定できます。
変更限界パーセント 2
表スペースでの変更ページのパーセント限界を指定します。この時
点で増分イメージ・コピーが取得されます。このプロパティーの値
は、イメージ・コピー機能が「増分」イメージ・コピーに設定され
ていて、「変更限界パーセント 1」が指定された場合に限って指定
できます。
レポートのみ
「レポートのみ」ファイル・プロパティーはオプションです。「レ
ポートのみ」は、イメージ・コピー機能が「増分」イメージ・コピ
ーに設定されている場合に限って指定できます。
システム・ページ
コピー・ユーティリティーがシステム・ページをイメージ・コピ
ー・ファイルの先頭に置く必要があるかどうかを指定します。
変更を許可
コピーの実行中に、他のプログラムが表スペースを更新できるかど
うかを指定します。このプロパティーは、イメージ・コピー機能の
みに有効です。
データ・ファイル属性
DB2 Connector に接続してバルク・ロード・ジョブを実行するための追加の
オプションを設定します。例えば、z/OS 上にファイルを作成する、特定の
パーティションをロードする、ロードの最後に統計を表示するといったオプ
ションを設定します。詳しくは、 45 ページの『データ・ファイル属性』を
参照してください。

転送プロパティー
IBM z/OS 上の DB2 にデータを転送するための転送プロパティーを設定します。
転送タイプ
ロード処理の転送タイプを指定します。値は FTP のみです。
転送先 IBM z/OS 上の DB2 が実行中の z/OS システムの名前または IP アドレス
を入力します。
ユーザー
転送処理のユーザーを指定します。「ユーザー」プロパティーはオプション
です。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなりません。「ユ
ーザー」プロパティーが指定されていない場合、「接続」 > 「ユーザー
名」プロパティーの値が使用されます。
パスワード
転送処理のパスワードを指定します。このプロパティーの値は、プロテクト
されたストリング値でなければなりません。プロテクトされたストリング値
は、プロパティーのジョブ・パラメーターを作成または使用するときに選択
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できる値のタイプです。「パスワード」プロパティーが指定されていない場
合、「接続」 > 「パスワード」プロパティーの値が使用されます。
転送コマンド
データ転送が開始される直前に実行するコマンドを指定します。例えば、
FTP を使用している場合には、QUOTE SITE コマンド quote site vcount=7
datakeepalive=60 のような FTP コマンドを指定できます。
接続障害時に再試行
初回の接続試行が成功しなかったときに接続の確立を再試行する場合は、
「はい」を選択します。コネクターは、転送ホストへの複数の接続を同時に
開始できるため、ホストが同時に確立できる接続の最大数を超えることがあ
ります。この状況では、複数の接続試行が必要になる場合があります。
再試行回数
初回の試行が失敗した後で、接続を確立するために試行する回数を
入力します。
再試行間隔
接続の確立を再試行するまでの待機時間 (秒数) を入力します。
注: DB2 Connector が転送接続を確立しようとしている間に、アイドル時間
が IDTHTOIN DB2 サブシステム・パラメーターによって指定されたタイム
アウトを超える場合、DB2 接続プロセスがタイムアウトになることがあり
ます。「再試行回数」プロパティーと「再試行間隔」プロパティーを、乗算
したときに IDTHTOIN を超える値に設定しないでください。これらのプロ
パティーは注意して使用してください。

エンコード・プロパティー
入力データ・セットのエンコード方式を指定するために、エンコード・プロパティ
ーを使用します。
エンコード・プロパティーはオプションです。有効な値は、
EBCDIC、ASCII、UNICODE、および CCSID です。値を指定しなければ、EBCDIC
が使用されます。
文字セット
IBM z/OS に転送されるデータの文字セットを指定します。デフォルト値は
「ibm-1047-s390」です。
CCSID
CCSID プロパティーを使用して、入力ファイルのコード化文字セット ID
(CCSID) を指定します。CCSID プロパティーはオプションで、値は整数でなけ
ればならず、括弧で囲んではなりません。

データ・ファイル属性
ロード・ユーティリティーに使用するデータ・セットの名前を指定します。 DB2
Connector に接続してバルク・ロード・ジョブを実行するための追加のオプションを
指定します。
入力データ・ファイル
ロード・ユーティリティーの入力データ・ファイルのプロパティーを指定し
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ます。データ・セット名が指定されている場合、データ・ファイルには、
value.P##### という名前が付けられます。value は、データ・セット名プロ
パティーの値で、##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。
データ・セット名が指定されていない場合、データ・ファイルには、形式
prefix.IN.P##### の DSN 接頭部に基づいて名前が付けられます。ロードさ
れる表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は 00000
になります。
廃棄データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーの廃棄データ・セットのプロパティーを指定しま
す。データ・セット名が指定されている場合、破棄ファイルには、
value.P##### という名前が付けられます。value は、データ・セット名プロ
パティーの値で、##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。
データ・セット名が指定されていない場合、破棄ファイルには、形式
prefix.DSC.P##### の DSN 接頭部に基づいて名前が付けられます。ロード
される表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は
00000 になります。
エラー・データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーのエラー・データ・セットのプロパティーを指定
します。データ・セット名が指定されている場合、エラー・ファイルには、
value.P##### という名前が付けられます。value は、データ・セット名プロ
パティーの値で、##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。
データ・セット名が指定されていない場合、エラー・ファイルには、形式
prefix.SYSERR.P##### の DSN 接頭部に基づいて名前が付けられます。ロ
ードされる表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は
00000 になります。
マップ・データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーのマップ・データ・セットのプロパティーを指定
します。データ・セット名が指定されている場合、マップ・ファイルには、
value.P##### という名前が付けられます。value は、データ・セット名プロ
パティーの値で、##### は、ゼロが埋め込まれたパーティション番号です。
データ・セット名が指定されていない場合、マップ・ファイルには、形式
prefix.SYSMAP.P##### の DSN 接頭部に基づいて名前が付けられます。ロ
ードされる表がパーティション化されていない場合、パーティション番号は
00000 になります。
work1 データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーの work1 データ・セットのプロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。データ・セット名が指定されてい
る場合、一時ファイルには、value.P##### という名前が付けられます。value
は、データ・セット名プロパティーの値で、##### は、ゼロが埋め込まれた
パーティション番号です。データ・セット名が指定されていない場合、一時
ファイルには、形式 prefix.WORK1.P##### の DSN 接頭部に基づいて名前
が付けられます。ロードされる表がパーティション化されていない場合、パ
ーティション番号は 00000 になります。
work2 データ・セット・プロパティー
ロード・ユーティリティーの work2 データ・セットのプロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。データ・セット名が指定されてい
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る場合、一時ファイルには、value.P##### という名前が付けられます。value
は、データ・セット名プロパティーの値で、##### は、ゼロが埋め込まれた
パーティション番号です。データ・セット名が指定されていない場合、一時
ファイルには、形式 prefix.WORK2.P##### の DSN 接頭部に基づいて名前
が付けられます。ロードされる表がパーティション化されていない場合、パ
ーティション番号は 00000 になります。
すべてのデータ・ファイルとデータ・セットには、ジョブの実行時に実際の日付と
時刻に置き換えられる日付と時刻のプレースホルダーが含まれています。日付形式
は YYMMDD です。時刻形式は HHMMSS です。例えば、データ・セット名プロパ
ティーの値が USER1.DYYMMDD.THHMMSS で、ジョブが非パーティション化表で
2010 年 2 月 8 日午前 10:21:24 に実行される場合、データ・セット名は
USER1.D100208.T102124.P00000 です。

データ・セット・プロパティー
z/OS 上の DB2 にデータをロードするための属性をデータ・セット・プロパティー
に割り当てます。
異常終了
ジョブが異常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
データ・クラス
SMS データ・クラス (DATACLAS) を指定します。このプロパティーはオ
プションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなりませ
ん。
データ・セット名
イメージ・コピー・データ・セットの名前を指定します。このプロパティー
はオプションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなり
ません。
管理クラス
SMS 管理クラス (MGMTCLAS) を指定します。このプロパティーはオプシ
ョンです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなりません。
正常終了
ジョブが正常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
バッファー数
バッファー数を指定します。このプロパティーはオプションです。このプロ
パティーの値は、整数でなければなりません。
1 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 1 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
2 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 2 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
スペース・タイプ
z/OS ディスク・スペース割り振りタイプを指定します。「スペース・タイ
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プ」プロパティーはオプションです。有効な値は「シリンダー」と「トラッ
ク」です。デフォルト値は「シリンダー」です。
状況

ロード・ユーティリティーが使用する入力データ・セットの処理状況を指定
します。このプロパティーは、バッチ・パイプ・システム ID に値がある場
合は使用不可です。デフォルト値は「置換」です。このプロパティーの有効
な値は次のとおりです。
v 置換: 既存のデータ・セットを削除し、新規データ・セットを作成しま
す。
v 新規: 現在、ファイルは存在しないことを示します。
v 旧: 既存のデータ・セットに上書きします。データ・セットが存在しない
場合は失敗になります。
v 共有: いくつかのジョブが同時に同じデータ・セットから読み取ることが
できる以外は、「旧」と同じです。
v 追加: 既存のデータ・セットの終わりに追加します。データ・セットが存
在しない場合は新規データ・セットを作成します。

ストレージ・クラス
SMS ストレージ・クラス (STORCLAS) を指定します。このプロパティー
はオプションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければなり
ません。
ユニット
デバイス番号、デバイス・タイプ、またはデータ・セットのグループ名を指
定します。
ボリューム
この割り振りのボリューム通し番号のリストを指定します。値は括弧で囲ん
でも、囲まなくてもかまいません。このプロパティーはオプションです。こ
のプロパティーの値は、ストリング値か、コンマで区切られたストリング値
のリストでなければなりません。

トラブルシューティング
DB2 Connector を使用してジョブを実行している際に検出されるエラーによって
は、トラブルシューティングを実行し、プロパティーや構成に関する値を調整する
ことで修正できる場合があります。
ジョブを実行中にエラーが発生した場合、確実に行がターゲット表に正しく挿入さ
れるようにしてください。 行の処理中に、以下の条件のいずれかが発生すると
DB2 データベースは処理対象の残りの行をすべてリジェクトします。
v 行が挿入できなくて、「配列サイズ」プロパティーの値が 1 より大きい。
v ソース・データのストリングの定義された長さがターゲット列の定義された長さ
を超えている。
v ソース・データに、ターゲット列の長さを超える文字ストリングを持つ行が含ま
れている。
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パフォーマンス向上のためのトラブルシューティングと値の調整
「配列サイズ」プロパティーの値を低くする。
失敗に関する詳細な行レベルの情報を表示するために、「配列サイズ」プロ
パティーの値を 1 に設定します。この使用法プロパティーは、「セッショ
ン」カテゴリー内のステージ・エディターの「プロパティー」タブで変更し
ます。 配列サイズを 1 に設定するとパフォーマンスに影響を与える可能性
があります。
適切な開発の手順に従う。
開発プロセスの早期に問題を特定するためには、可能な限り単純なジョブを
定義することから始めて、ジョブが正常に実行できることを確認してから複
雑さを加えるようにしてください。 ジョブを頻繁にテストして、ジョブが
正常に実行できるまで、余分な複雑性は追加しないでください。
SQL ビルダーを使用して SQL ステートメントを作成する
SQL コードが正しく作成されていることを確認するために、ステージ・エ
ディターで SQL ビルダーを使用して SQL ステートメントを作成してくだ
さい。 SQL ステートメントをハンド・コーディングして、問題が発生した
ら、SQL ビルダーを使用してステートメントの再作成を試みてください。
スキーマ調整の問題を回避する
スキーマ調整の問題を回避するために、「コネクター・メタデータ・インポ
ート」ウィザードを使用してメタデータをインポートしてください。 変わ
らずに問題が発生する場合は、スキーマ調整の使用法プロパティーを変更し
てください。 これらのプロパティーは、「セッション」カテゴリー内のス
テージ・エディターの「プロパティー」タブで変更します。 「サイズ不一
致で失敗」および「タイプ不一致で失敗」に「いいえ」を選択してくださ
い。
クリーンなデータの使用
データを DB2 Connector ステージに送る前に、Transformer ステージを使用
してデータをクレンジングすることができます。ジョブに Transformer ステ
ージを追加すると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
クライアントとサーバーで同じ文字セットを使用する
ジョブと DB2 データベースが同じ文字セットを使用していることを確認し
てください。 プロジェクトあるいはジョブで使用する文字セットが、DB2
データベースに定義されているスキーマ用の文字セットと一致しない場合が
あります。 例えば、DB2 データベースが Linux のデフォルトの文字セッ
ト UTF-8 を使用し、ジョブが Microsoft Windows のデフォルトの文字セッ
ト Windows-1252 を使用している場合に、この問題が起こります。 この問
題を解決するためには、プロジェクト・レベルあるいはジョブ・レベルで各
国語サポート (NLS) プロパティーを変更し、プロジェクトあるいはジョブ
が DB2 データベースと同じ文字セットを使用するようにします。 ジョブ
の NLS プロパティーを変更するには、「編集」 > 「ジョブ・プロパティ
ー」を選択して、「NLS」タブをクリックします。

ステージがサーバーからのエラー・メッセージを取得できない
データ参照またはジョブの実行時にエラー・メッセージを取得できない場合があり
ます。
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症状
データ参照またはジョブの実行を試行したときに、「サーバーからエラー・メッセ
ージを取得できませんでした (関数=SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV))」エラーを
受け取ります。

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

データ参照試行時のコネクター・ライブラリーのロード・エラー
症状
データを表示しようとすると、「コネクター・ライブラリーのロード中にエラーが
発生しました」というエラーを受け取ります。エラー・メッセージには、libfcl でエ
クスポートされない記号について記述されています。

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

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

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

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

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

症状
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ジョブを実行すると、「SQL0443N ルーチン「SYSIBM.SQLCOLUMNS」(特定名
「COLUMNS」) が、診断テキスト「SYSIBM:CLI:-805」とともにエラー SQLSTATE を
返しました。SQLSTATE=38553」というエラー・メッセージを受け取ります。

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

アクティブな DB2 インスタンス値の設定時のエラー
症状
DB2 Connector ステージ GUI で、「インスタンス」プロパティーを変更してから
「接続のテスト」ボタンまたは「データ参照」ボタンをクリックすると、次のエラ
ーを受け取ります。「アクティブな DB2 インスタンスの値を <NewInstance> に設
定しようとしてエラーが発生しました。アクティブな DB2 インスタンスには、既に
値 <CurrentInstance> が設定されています。」

問題の解決

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

原因
メッセージにある WCHAR は、ワイド文字タイプを指し、NChar タイプに相当し
ます。
WCHAR 列 COL2 の長さは、データベース列が CHAR で、文字セットの変換が必
要なため、検証できません。列の長さが不足すると、データ切り捨てや予期しない
エラーにつながる可能性があります。
この問題は、次の 2 つの理由で発生する可能性があります。
v ジョブで列タイプが NChar または NVarChar と指定されている。
v ジョブで列タイプが Char または VarChar と指定されていて、拡張属性
「Unicode」が設定されている。
この列は Unicode ストリングを格納しますが、CHAR データベース列は非 Unicode
フォーマットでデータを格納します。「Unicode」フィールドには、CHAR 列の場合
に使用されるデータベース・コード・ページに変換できない文字が格納される可能
性があります。
すべての文字が変換可能であったとしても、コネクターは、データベース CHAR 列
のサイズが、ジョブの Unicode 列に格納されている Unicode 文字の可能なあらゆる
組み合わせを格納するのに十分であるかどうかを判別できません。変換後の文字
は、1 バイトを超える可能性があります。

問題の解決
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必ずジョブとデータベースの両方で同じ列タイプを使用してください。タイプ Char
はタイプ VarChar と一緒に、タイプ NChar はタイプ NVarChar と一緒に使用する
必要があります。ジョブの列は、DataStage に保存されている表定義からロードされ
た場合、自動的に拡張属性 Unicode 設定を適用します。これにより、Char および
VarChar の列は NChar および NVarChar の列と同等になり、これが警告メッセージ
の原因となる場合もあります。必ず拡張属性を手動で削除してください。

リモート DB2 インスタンスにアクセスするジョブのエラー
症状
「インスタンス」プロパティーにインスタンスを指定している場合に、リモート
DB2 ノードにアクセスするジョブを実行すると、次のエラーを受け取ります。
「DB2 インスタンスの取得中にエラーが発生しました。有効な DB2 インスタンスが
「インスタンス」プロパティーに指定されていることを確認してください。 メソッ
ド sqlegins から理由コード 0、SQLCODE -1,390 が返されました。」

問題の解決
「インスタンス」プロパティーで指定したインスタンスが、構成ファイルに定義さ
れているノードで無効である可能性があります。この問題は、コネクターが DB2
ノード自体で実行されるよう設定されている場合によく発生します。以下の技術情
報に従って DB2INSTANCE 環境変数を設定解除することで、この問題を回避できま
す。 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21381234

失敗したジョブが接続エラーを報告するのが遅い
DB2 Connector を使用しているジョブが失敗する場合があり、その失敗がすぐに報
告されません。

症状
失敗したジョブが、接続エラーを報告するのが遅くなります。

原因
DB2 Connector が接続を試みたときに DB2 サーバーに障害が発生すると、ジョブ
が停止した場合に DB2 Connector が障害を報告するのに数時間かかる場合がありま
す。この問題が発生するのは、DB2 Connector が SQLConnect() 関数を呼び出して
いるときに DB2 サーバーに障害が発生した場合です。

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

DB2 Connector が DB2 環境を照会するときに、ユーザー定義関
数が失敗する
DB2 環境についての情報へのアクセス権がない場合、一部のユーザー定義関数は失
敗する場合があります。
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症状
DB2 Connector を使用してジョブを実行した場合に、「「SQL0430N ユーザー定義関
数 SYSPROC.ENV_GET_SYS_INFO" (特定名 "ENV_GET_SYS_INFO") が異常終了しまし
た。 SQLSTATE=38503 (CC_DB2Connection::queryServerHostName, file
CC_DB2Connection.cpp, line 3,248)」というエラーを受け取ります。

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

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

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

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

原因
このエラーは、DB2 Connector ステージにノード・プールの制約が指定されている
にもかかわらず、APT 構成ファイルでそのノード・プールが欠落している場合に発
生します。この問題は、接続マイグレーション・ツールで DB2 Connector ステージ
を使用するために、IBM DB2/UDB Enterprise ステージを使用するジョブをマイグレ
ーションした後に発生します。
IBM DB2/UDB Enterprise ステージには、DB2 というノード・プールが定義されて
いる必要があります。ジョブがマイグレーションされると、これらのジョブ内の
DB2 Connector ステージには、DB2 ノード・プールの制約が指定されることになり
ます。APT ファイルを編集して「DB2」ノード・プールを削除してからマイグレー
ションされたジョブを実行すると、このエラーが発生します。
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問題の解決
DB2 ノード・プールを APT ファイルに追加しなおしてから、DB2 Connector ステ
ージのノード・プールの制約を編集してください。

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

症状
このエラー・メッセージは、DB2 Connector がアクティブな DB2 インスタンスを
指定された値に設定できないことを示しています。

原因
DB2 Connector を使用する各プロセスは、1 つの DB2 インスタンスにしか関連付
けることができないため、このエラーが発生しました。2 つ以上の DB2 Connector
ステージが 1 つのジョブ内にあり、それぞれのステージで別のインスタンスが指定
されている場合、エラーが発生します。また、データを表示したり、メタデータを
インポートしたりする際に「インスタンス」プロパティーが変更された場合に、エ
ラーが発生することもあります。DB2 Connector は、接続のテスト、データの表
示、およびメタデータのインポートを、1 つの DB2 インスタンスのみから行うこ
とができます。継続的に実行されている単一の ASBAgent プロセスは、デザイン時
に発生するすべてのアクティビティーを処理します。接続のテスト、データの表
示、またはメタデータのインポートに使用される最初の DB2 インスタンスは、す
べてのデザイン時アクションにコネクターが使用するインスタンスです。

問題の解決
別の DB2 インスタンスを使用するには、以下のアクションのいずれかを実行しま
す。
v Microsoft® Windows 上で ASBAgent サービスを再開するか、UNIX 上でデーモン
を再始動します。
v コネクター・アクセス・サービスの複数インスタンス・サポートを有効にしま
す。
コネクター・アクセス・サービスの複数インスタンス・サポートを有効にするに
は、以下の手順を実行します。
1. ASBAgent を停止し、ASBAgent.exe プロセスがシャットダウンされていること
を確認します。
2. 以下の行を ASBNode/conf/cas.properties に追加して、空きソケット・ポート
およびポート番号の範囲を指定します。ポート番号の範囲は、ご使用の環境によ
って異なります。
multipleprocess.enable=1
multipleprocess.port.range.min=30000
multipleprocess.port.range.max=30010

3. ASBAgent サービスを再開します。
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LOAD ユーティリティーがデータの読み取りを開始するのをコネ
クターが待機しているときのタイムアウト・エラー
LOAD ユーティリティーがデータの読み取りを開始するのを待機しているときに、
FTP サーバーがタイムアウトしました。FTP サーバーの構成で FIFOOPENTIME が
短い、または LOAD ユーティリティーの開始が遅い場合に、タイムアウトが発生す
る場合があります。

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

dataset 変数は、DB2 Connector で指定されたデータ・セット名から生成されるデー
タ・セットの名前です。

問題の解決
エラーを解決するには、次のいずれかの手順に従ってください。
v 「使用法」>「z/OS 上の DB2 へのバルク・ロード」 > 「転送」 > 「転送コマ
ンド」 プロパティーを使用して、FIFOOPENTIME の設定値を大きくします。
v 「転送コマンド」プロパティーを 「quote site fifoopentime=n」に設定します。
ここで、n は、FTP サーバーが LOAD ユーティリティーの開始を待機する秒数
です。
FIFOOPENTIME ステートメントについて詳しくは、次のトピック
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/zos/v1r12/index.jsp?topic=
%2Fcom.ibm.zos.r12.halz001%2Ffifoopentime.htm を参照してください。
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第 4 章 DB2 UDB API ステージ
IBM DB2 UDB API ステージを使用して、IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジ
ョブから DB2 データにアクセスできます。
IBM InfoSphere DataStage を使用して IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジョブ
から DB2 データにアクセスする際、一連の接続オプションから選択できます。 ほ
とんどの新規ジョブには、DB2 API ステージよりも優れた機能とパフォーマンスを
提供する、DB2 Connector ステージを使用します。
DB2 API ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する場合は、コ
ネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用するためにジ
ョブをマイグレーションします。

概要
IBM DB2 API は、ネイティブの IBM DB2 環境で SQL ステートメントを処理し
ます。また、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーへのメタデータ定義のネイテ
ィブなインポートを実行したり、ジョブ・デザイン時にデータを参照したりするこ
ともできます。
DB2 UDB API ステージを使用すると、InfoSphere DataStage と IBM DB2 データ
ベースとの間でデータの書き込みやデータの読み取りが可能になります。 DB2
UDB API ステージはパッシブ・ステージで、入力リンク、出力リンク、および参照
出力リンクを複数設定できます。
v 入力リンク。 書き込むデータを指定します。このデータは、IBM DB2 データベ
ースにロードする行ストリームです。 InfoSphere DataStage で生成された SQL
ステートメント、またはユーザーが構成した SQL ステートメントを使用して、
入力リンクにデータを指定できます。
v 出力リンク。 抽出するデータを指定します。このデータは、IBM DB2 データベ
ースから読み取る行ストリームです。 InfoSphere DataStage で生成された SQL
SELECT ステートメント、またはユーザーが構成した SQL SELECT ステートメ
ントを使用して、出力リンクにデータを指定できます。
v 参照出力リンク。 SELECT ステートメントの WHERE 節内のキー列を使用し
て、IBM DB2 データベースから読み取られる行を示します。これらのステート
メントは、InfoSphere DataStage で作成することも、ユーザーが指定することもで
きます。 キー列は、リンクに指定された列定義によって決まります。
要約すると、このプラグインの目的は、ODBC ステージを使用せずに IBM DB2 デ
ータにアクセスできるようにすることであり、そのために次のネイティブ機能を提
供しています。
v データの読み取りと書き込み (DML)
v 表の作成とドロップ (DDL)
v 表および列定義 (メタデータ) のインポート
v カスタム IBM DB2 プロパティー・エディターでのネイティブ・データの参照
© Copyright IBM Corp. 1998, 2014
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DB2 UDB API ステージの機能
DB2 UDB API ステージの機能として、IBM DB2 データの読み取りまたは書き込
みを行う SQL ステートメントを自動生成する機能や、指定されたターゲット表を
自動的にドロップおよび作成する機能などがあります。
IBM DB2 プラグインには次の機能があります。
v DRDA® プロトコル (TCP/IP) を使用して、AS/400® システム上の IBM DB2 に
接続します。
v ストリーム入力リンク、ストリーム出力リンク、および参照出力リンクを使用し
ます。
v ターゲット IBM DB2 データベースから表定義および列定義をインポートし、リ
ポジトリーに保管します。
v IBM DB2 データを読み取りまたは書き込む SQL ステートメントを自動生成しま
す。 (これをユーザー定義 SQL ステートメントでオーバーライドすることが可
能です。)
v 指定されたターゲット表を自動的にドロップし作成します。 (これをユーザー定
義 SQL ステートメントでオーバーライドすることが可能です。)
v ユーザーの SQL ステートメントを含めるファイル名を使用します。
v IBM DB2 プラグイン・プロパティーを編集するカスタム・ユーザー・インター
フェースを提供します。
v ストアード・プロシージャーを使用します。
v NLS (各国語サポート) をサポートします。
v カスタム・プロパティー・エディターを使用してデータを参照できます。 プラグ
インにカスタム GUI を使用して、ターゲット IBM DB2 データベース上にある
サンプルのネイティブ表データを表示できます。
v リジェクト行の処理をサポートします。
次の機能はサポートされません。
v ストリーム入力からの IBM DB2 表のバルク・ロード。 このプラグインを使用
して IBM DB2 データベースに大量のデータを読み取ることができますが、スト
リーム入力リンクは、パフォーマンスが重要なロード処理用にデザインされてい
ません。 パフォーマンス目的の場合は、DB2 UDB Load ステージを使用する必
要があります。
v ODBC ステージの代替としての使用。 IBM DB2 API ステージは、ODBC ステ
ージを置き換えるものではありません。 ODBC ステージは、IBM InfoSphere
DataStage がネイティブ・インターフェースを提供する対象とならないデータにア
クセスする目的で、存続し続けます。 IBM DB2 データベースへのアクセスのた
めに ODBC ステージを使用してジョブを作成したユーザーは、このジョブを引
き続き実行できます。
v IBM DB2 データ・タイプ (BLOB および DBCLOB) のラージ・オブジェクト・
ファミリー。
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ステージのインストール
IBM DB2 データが AS/400 システム上にある場合、IBM DB2 API ステージのイン
ストールには DRDA プロトコル (TCP/IP) が必要です。
プラグイン・アイコンを右クリックしてショートカット・メニューから「グリッ
ド・スタイル」を選択することにより、一時的にグリッド・スタイル・エディター
を使用できます。 プロパティー値でジョブ・パラメーターを使用したい場合、この
エディターを使用します。 (数値を要求されるボックスにジョブ・パラメーターを
入力するには、GUI は使用できません。)

IBM DB2 データベースの環境変数の設定
UNIX プラットフォームでステージが正しく動作するには、特定の環境変数を設定
する必要があります。

このタスクについて
次の環境変数をサーバー・マシンで設定します。
v DB2INSTANCE
v INSTHOME
v LD_LIBRARY_PATH
環境変数 LD_LIBRARY_PATH の実際の名前は、プラットフォームによって異なり
ます。
v プラットフォームが AIX の場合、LIBPATH を使用します。
v プラットフォームが HP_UX の場合、SHLIB_PATH を使用します。
v プラットフォームが LINUX または Solaris の場合、LD_LIBRARY_PATH を使用
します。

IBM DB2 データベース接続
DB2 UDB API ステージを編集するためにステージ GUI を使用すると (この方法の
方がグリッドを使用するより簡単です)、ステージ・エディター・ダイアログ・ボッ
クスが開きます。 このダイアログ・ボックスには、ステージへの入力およびステー
ジからの出力があるかどうかに応じて、「ステージ」、「入力」、および「出力」
のページが用意されます。
v 「ステージ」。このページは、編集しているステージの名前を表示します。 「全
般」タブには、 IBM DB2 データベース・サーバー名、ログイン情報、およびジ
ョブの並列処理の制御で必要なトランザクションの分離レベル情報を定義しま
す。 「説明」フィールドには、ステージの目的を記述します。このページのプロ
パティーによって、データ・ソースへの接続が定義されます。詳しくは、 60 ペー
ジの『IBM DB2 データ・ソースへの接続』を参照してください。
「NLS」タブでは、ステージで使用される文字セット・マップを定義します。 こ
のタブは、InfoSphere DataStage 用の NLS をインストールしている場合に限り、
表示されます。 詳しくは、"文字セット・マップの定義"を参照してください。
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v 「入力」。このページは、このステージへの入力リンクがある場合にのみ表示さ
れます。 このページでは、データ入力リンクごとに、使用する SQL 表と関連付
ける列の定義を指定します。 また、ここでデータの書き込み方法を指定したり、
データを表に書き込むときに使用される SQL ステートメントや呼び出し構文も
ここに表示されます。 さらに、必要に応じてターゲット表の作成方法やドロップ
方法も指定します。
v 「出力」。このページは、このステージへの出力リンクまたは参照出力リンクが
ある場合にのみ表示されます。 このページでは、使用する SQL 表と各データ出
力リンクの関連列定義を指定します。 1 つ以上の表またはビューからデータを読
み取るときに使用される SQL SELECT ステートメントや呼び出し構文もここに
含まれます。

IBM DB2 データベース接続の定義
IBM DB2 データベース接続を定義するには、データ・ソースの入力リンクおよび出
力リンクのデータを定義する必要があります。

このタスクについて
ステージ・エディター・ダイアログ・ボックスから DB2 UDB API ステージを定義
するには、以下の手順を実行します。

手順
1. データ・ソースに接続します (『IBM DB2 データ・ソースへの接続』を参照)。
2. オプション: 文字セット・マップを定義します (文字セット・マップの定義を参
照してください)。
3. 入力リンクのデータを定義します (IBM DB2 入力データの定義を参照してくだ
さい)。
4. 出力リンクのデータを定義します (IBM DB2 出力データの定義を参照してくだ
さい)。
5. 「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。 変更は、ジョ
ブ・デザインを保存するときに保存されます。

IBM DB2 データ・ソースへの接続
IBM DB2 接続パラメーターは、「ステージ」ページの「全般」タブで設定します。

このタスクについて
手順
1. アクセスするサーバーの名前を「サーバー名」フィールドに入力します。
Windows (Windows 2000 または Windows Server 2003) 上のクライアント構成ア
シスタントまたは UNIX のコマンド・ライン・プロセッサーを使用して、
InfoSphere DataStage サーバーである、IBM DB2 データベース・クライアント
上の IBM DB2 データベース・サーバーを構成します。これは、デフォルトを持
たない必須フィールドです。
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2. オプションで、データベースへの接続に使用する名前を「ユーザー ID」フィー
ルドに入力します。 (このフィールドにユーザー名が指定されないと、データベ
ースは InfoSphere DataStage ジョブを実行しているプロセスのユーザー名を使用
してサーバーに接続します。)
このユーザーは、指定されたデータベース、ソース表、およびターゲット表への
アクセスに必要な特権を持っている必要があります。
3. 指定したユーザー名に関連付けられている任意指定のパスワードを「パスワー
ド」フィールドに入力します。セキュリティーのため、入力した値ではなくアス
タリスクが表示されます。デフォルトはありません。「ユーザー ID」を省略し
た場合、このフィールドは無視されます。
4. 使用する適切なトランザクションの分離レベルを「トランザクション分離」リス
ト (トランザクションの分離レベルを参照) から選択します。 このレベルで、ジ
ョブ内のトランザクションと他のトランザクションとの間に必要な並列処理の制
御を行います。 このフィールドは必須フィールドで、編集できません。
5. オプションで、IBM DB2 API ステージの目的を「説明」フィールドに記述しま
す。

トランザクションの分離レベル
IBM DB2 のトランザクションの分離レベルは、非コミット読み取り、カーソル固
定、読み取り固定、反復可能読み取りです。
「UNCOMMITTED READ」。 変更されたデータに排他ロックをかけます。 この
レベルは READ UNCOMMITTED に相当します。ロックはコミットまたはロールバ
ックが実行されるまで保持されます。 ただし、まだコミットされていない変更はほ
かのトランザクションからは読み取れますが、変更はできません。ほかのロックは
かけられません。
「CURSOR STABILITY」。 変更されたデータに排他ロックをかけ、ほかのデータ
には共用ロックをかけます。これがデフォルトです。 このレベルは READ
COMMITTED に相当します。 排他ロックはコミットまたはロールバックが実行さ
れるまで保持されます。 まだコミットされていない変更は、他のトランザクション
からは読み取れません。 共用ロックはデータが処理された直後に解除され、他のト
ランザクションがデータ変更できるようにします。
「READ STABILITY」。 REPEATABLE READ と同じですが、幻像読み取り行が
表示されることがあります。
「REPEATABLE READ」。 SERIALIZABLE に相当します。このレベルでは、変
更するデータに排他ロックをかけ、ほかのすべてのデータには共用ロックをかけま
す。 トランザクション中に参照したデータを他のトランザクションが変更しないよ
う、すべてのロックはコミットまたはロールバックが実行されるまで保持されま
す。
トランザクションの分離レベルに関する IBM DB2 の用語は ANSI の用語と異なり
ます。 このため、各オプションは Informix® CLI ステージなどの他のステージのオ
プションとは異なっています。
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文字セット・マップの定義
ステージの文字セット・マップを定義できます。 これは、「ステージ」ページに表
示される「NLS」タブで行います。 「NLS」タブは、NLS がインストールされてい
る場合にのみ表示されます。

このタスクについて
プロジェクトまたはジョブには、デフォルトの文字セット・マップが定義されてい
ます。リストからマップ名を選択することで、マップを変更できます。
「ジョブ・パラメーターを使用...」をクリックして、ジョブのパラメーター値を指定
します。 #Param# の形式を使用します。ここで、Param はジョブ・パラメーター
の名前です。ストリング #Param# は、ジョブの実行時にジョブ・パラメーターの値
で置換されます。
「すべてのマップを表示」では、IBM InfoSphere DataStage に付属のすべてのマッ
プがリストされます。 「ロードしたマップのみ」では、現在ロードされているマッ
プのみがリストされます。

IBM DB2 入力データの定義
IBM DB2 データベース内の表にデータを書き込むと、DB2 UDB API ステージに
は入力リンクができます。
ステージ・エディターのダイアログ・ボックスにある「入力」ページで、このリン
クのプロパティーとデータの列定義を定義します。

「全般」タブ
このタブを使用して、DB2 UDB API ステージの入力リンクから、どのように SQL
ステートメントを作成するか指示します。
このタブは、デフォルトで表示されます。 これには次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。 SQL ステートメントの作成方法を決定します。 次のオプショ
ンがあります。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。「SQL ビルダー」ボタンと「更新アクシ
ョン」プロパティーが表示されます。これは、新規ジョブのデフォルト値で
す。
– 「「オプション」タブと「列」タブから更新アクションを生成」。「更新アク
ション」プロパティーが表示されます。「オプション」タブと「列」タブから
の値と、「更新アクション」の設定を使用して、SQL を生成します。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。ユーザー定義 SQL ステートメン
トを使用してデータを書き込みます。これは、ステージで生成されたデフォル
トの SQL ステートメントをオーバーライドします。 このオプションを選択し
た場合、「SQL」タブに SQL ステートメントを入力します。
v 「SQL ビルダー」。SQL ビルダーを開きます。
v 「更新アクション」。 ターゲット表の更新に使用する、ステージによって生成さ
れる SQL ステートメントを指定します。更新アクションによっては、行の更新
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または削除にキー列が必要なことがあります。デフォルトは「クリアせずに行を
挿入」です。 次のいずれかのオプションを選択します。
– 「クリアせずに行を挿入」。表に新しい行を挿入します。 「SQL」ボタンを
クリックすると、「挿入」ページが開きます。
– 「表をクリアしてから行を挿入」。表の内容を削除してから、新しい行を挿入
します。 「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。
– 「既存の行のみを削除」。入力行と同一のキーを持つ既存行をターゲット・フ
ァイルから削除します。「SQL」ボタンをクリックすると、「削除」ページが
開きます。
– 「既存の行を完全に置換」。既存の行を削除し、新しい行を表に追加します。
「SQL」ボタンをクリックすると、「削除」ページが開きます。ただし、置換
を完了するには、「挿入」ページにも入力する必要があります。
– 「既存の行のみを更新」。既存のデータ行を更新します。表にないデータ行は
無視されます。「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きま
す。
– 「既存の行を更新または新規行を挿入」。 新しい行を挿入する前に、既存の
データ行を更新します。効率良く更新や挿入が実行されるかどうかは、ターゲ
ット表の内容およびジョブの処理対象行に左右されます。ほとんどの行がター
ゲット表に既に存在する場合は、最初に更新するのが効率的な方法です。
「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きます。 ただし、置
換を完了するには、「挿入」ページにも入力する必要があります。
– 「新規行を挿入または既存の行を更新」。表に新しい行を挿入したあとで、既
存の行を更新します。効率良く更新や挿入が実行されるかどうかは、ターゲッ
ト表の内容およびジョブの処理対象行に左右されます。ほとんどの行がターゲ
ット表にまだ存在しない場合は、最初に挿入するのが効率的な方法です。
「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。 ただし、更
新を完了するには、「更新」ページにも入力する必要があります。
注: 更新アクションに「既存の行を更新または新規行を挿入」または「新規行
を挿入または既存の行を更新」を使用する場合、「オプション」タブにある
「配列サイズ」は 1 でなければなりません (そうしないと、警告がログに記録
され、ステージによって自動的に 1 が設定されます)。

「オプション」タブ
「オプション」タブを使用して、表を作成またはドロップしたり、その他のリン
ク・オプションを指定します。
v 「表名」。これは更新するターゲット表の名前です。ターゲット表は指定する必
要があります。デフォルトはありません。「表名」の右にある「...」ボタンをク
リックして、リポジトリーを表示してから表を選択することもできます。
v 「表作成アクション」。次のいずれかのオプションを選択して、指定されたデー
タベースの中にターゲット表を作成します。
– 「ターゲット表を作成しない」。ターゲット表を作成しないことを指定しま
す。「表のドロップ・アクション」フィールドと、このフィールドの右にある
「表プロパティー」ボタンは使用できません。ジョブの実行時にターゲット表
が存在しない場合、ジョブは異常終了します。
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– 「DDL の生成」。ステージが「表名」フィールド、列定義グリッド、および
詳細表プロパティー (このセクションのあとの方にある「表プロパティー」ボ
タンの説明を参照) から得た情報を使用して、CREATE TABLE ステートメン
トを生成することを指定します。 ターゲット表が既に存在した場合、ジョブ
は異常終了します。
– 「ユーザー定義 DDL」。「SQL」タブで、適切な CREATE TABLE ステート
メントを入力することを指定します。 ステージがテンプレートとして提供す
る、ステージによって生成される DDL をカスタマイズできます。 ターゲッ
ト表が既に存在した場合、ジョブは異常終了します。
v 「表のドロップ・アクション」。ステージがターゲット表を作成する前に、ター
ゲット表をドロップするかどうかを制御します。 ターゲット表を作成しないとい
う選択をした場合、このフィールドは使用できません。 次のいずれかのオプショ
ンを選択します。
– 「ターゲット表をドロップしない」。ターゲット表をドロップしないことを指
定します。
– 「DDL の生成」。「表名」フィールドの値に基づいてステージが DDL を生
成することを指定します。 ターゲット表が存在しない場合、警告がログに記
録されます。 ジョブは異常終了しません。
– 「ユーザー定義 DDL」。ターゲット表をドロップする DDL をユーザーが定
義することを指定します。 ステージがテンプレートとして提供する、ステー
ジによって生成される DDL をカスタマイズできます。ターゲット表が存在し
ない場合、警告がログに記録されます。ジョブは異常終了しません。
v 「表プロパティー」ボタン。「表のドロップ・アクション」リスト・ボックスの
右にあるボタンをクリックして、「表作成プロパティー」ダイアログ・ボックス
を表示します。(「表作成アクション」リスト・ボックスから「DDL の生成」ま
たは「ユーザー定義 DDL」を選択すると、このボタンが使用可能になります。)
このダイアログ・ボックスから次の詳細表プロパティーを指定できます。
– 「表スペース」。既存の表スペース名を指定します。 新規表はこの表スペー
スに作成されます。 名前を省略すると、データベースに定義されているデフ
ォルトの表スペースに表が作成されます。
– 「パーティション・キー」。マルチパーティション・ノード・グループ内の表
のデータを区分するときに使用する列を指定します。 このフィールドを省略
した場合に表がマルチパーティション・ノード・グループにあると、データベ
ースに定義されているデフォルトの区分化ルールに従って表がパーティション
化されます。
v 「配列サイズ」。入力パラメーター配列サイズです。 デフォルトは 50 行で、こ
れがキャッシュに入れられてからデータベースに書き込まれます。 配列サイズの
値は 1 以上の整数でなければなりません。更新中の表を参照ルックアップでも使
用する場合は、「配列サイズ」を 1 にして、更新内容も参照できるようにしてく
ださい。
v 「トランザクション・サイズ」。トランザクションをデータベースにコミットす
る前にステージで処理される行数です。 トランザクション・サイズは配列サイズ
の倍数にしてください。 デフォルトは 100 です。トランザクション・サイズは
0 以上の整数でなければなりません。値を 0 にすると、すべての行が処理される
までトランザクションはコミットされません。
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「列」タブ
このタブには、表またはファイルに書き込むデータの列定義が含まれます。
「列」タブは、ODBC ステージの「列」タブと同じように動作します。

「SQL」タブ
このタブを使用して、ステージによって生成される SQL ステートメントと、ユー
ザーが入力できる SQL ステートメントを表示します。
この SQL タブには、次のタブがあります。
v 「照会」。このタブは、デフォルトで表示されます。 これは「全般」タブと似て
いますが、データを Oracle に書き込むための SQL ステートメントが含まれてい
ます。 これは、ステージおよびリンク・プロパティーの現行値に基づきます。
これらのステートメントは、「照会タイプ」を「カスタム SQL ステートメント
を入力」または「実行時にファイルから SQL をロード」に設定していなけれ
ば、編集できません。
v 「BEFORE」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理する前に実行
する SQL ステートメントが含まれます。このタブの各エレメントは、
「BEFORE SQL」と「BEFORE SQL の失敗時に続行」グリッド・プロパティー
に対応しています。 「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似ています。
「BEFORE SQL の失敗時に続行」プロパティーはチェック・ボックスとして表
示され、SQL ステートメントはサイズ変更できる編集ボックスに入力します。
v 「AFTER」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理してから実行す
る SQL ステートメントが含まれます。このタブの各エレメントは、「AFTER
SQL」と「AFTER SQL の失敗時に続行」グリッド・プロパティーに対応してい
ます。 「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似ています。「AFTER SQL の失
敗時に続行」プロパティーはチェック・ボックスとして表示され、SQL ステート
メントはサイズ変更できる編集ボックスに入力します。
v 「生成 DDL」。「全般」タブの「表作成アクション」フィールドで「DDL の生
成」または「ユーザー定義 DDL」を選択して、このタブを使用可能にします。
「CREATE ステートメント」フィールドには、列のメタデータ定義や「表作成プ
ロパティー」ダイアログ・ボックスで提供された情報から生成された CREATE
TABLE ステートメントが表示されます。このステートメントは編集できませ
ん。 「表のドロップ・アクション」リストから「ターゲット表をドロップしな
い」以外のオプションを選択すると、「DROP ステートメント」フィールドに
は、ターゲット表をドロップするための、生成された DROP TABLE ステートメ
ントが表示されます。
v 「ユーザー定義 DDL」。「全般」タブの「表作成アクション」または「表のドロ
ップ・アクション」フィールドで「ユーザー定義 DDL」を選択して、このタブを
使用可能にします。生成 DDL ステートメントがあらかじめ表示されており、そ
れを編集して CREATE TABLE ステートメントおよび DROP TABLE ステート
メントを定義できます。
「表のドロップ・アクション」フィールドで「ユーザー定義 DDL」が選択されな
かった場合は、「DROP ステートメント」フィールドは使用できません。 「タ
ーゲット表をドロップしない」が選択された場合は、「生成 DDL」タブと「ユー
ザー定義 DDL」タブの「DROP ステートメント」フィールドは空です。
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注: ステージが生成したオリジナルの DDL ステートメントから作成したユーザ
ー定義 DDL ステートメントを変更した場合、他の表関連のプロパティーを変更
しても、ユーザー定義 DDL ステートメントには反映されません。例えば、ユー
ザー定義 DDL ステートメントを変更したあとで、列グリッドに新しい列を加え
ると、新しい列は生成 DDL ステートメントに現れますが、ユーザー定義 DDL
ステートメントには現れません。 ユーザー定義 SQL によって作成またはドロッ
プされるターゲット表が正しいことを確認してください。

IBM DB2 出力データの定義
IBM DB2 データ・ソースからデータを読み取ると、DB2 UDB API ステージには
出力リンクができます。
このリンクのプロパティーとデータの列定義は、ステージ・エディターのダイアロ
グ・ボックスにある「出力」ページで定義します。

「全般」タブ
このタブでは、照会のタイプと、必要に応じて、関連するダイアログ・ボックスを
開くボタンが表示されます。 これはデフォルトで表示されるようになっています。
「全般」タブには、次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。次のオプションを表示します。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。 SQL ステートメントを SQL ビルダーの
グラフィカル・インターフェースを使用して作成するよう指定します。このオ
プションを選択すると、「SQL ビルダー」ボタンが表示されます。「SQL ビ
ルダー」をクリックすると、SQL ビルダーが開きます。 SQL ビルダーの詳し
い説明については、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナ
ー・クライアント・ガイド」を参照してください。 これはデフォルト設定で
す。
– 「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」。 「列」タブで選択
した列を基にして、InfoSphere DataStage が SELECT 節を生成するよう指定し
ます。このオプションを選択すると、「SQL 節」ボタンが表示されます。
「SQL 節」をクリックすると、「SQL 節」ダイアログ・ボックスが表示され
ます。このダイアログ・ボックスを使用し、SQL ステートメントを変更して精
度を上げます。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。カスタム SQL ステートメントを
「SQL」タブを使用して作成するよう指定します。 「SQL」タブを参照してく
ださい。
– 「実行時にファイルから SQL をロード」。サーバー上にある指定されたパス
名のファイルに入っている SQL 照会を使用して、データを抽出するよう指定
します。 照会のテキストではなく、このファイルのパス名を入力します。こ
れを選択することで、SQL ステートメントを編集できます。
v 「説明」。出力リンクの説明を入力できます (オプション)。

「オプション」タブ
このタブでは、プリフェッチ行数を指定します。
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v 「プリフェッチ行数」。IBM InfoSphere DataStage がソース表からデータを取り
出すときにデータベースが返す行数です。1 より大きい値を指定するとパフォー
マンスが向上します (複数行のバッファリングを処理するためメモリー使用量は
増大します)。この値は 1 以上の整数でなければなりません。

「列」タブ
このタブには、選択したリンクで出力するデータの列定義が含まれます。
列参照を修飾するために、出力リンク上の「説明」フィールドの該当する表名を入
力します。 これは、指示された列がどの表に属するかについて何らかのあいまいさ
がある場合に行います。
参照リンクの列定義には、キー・フィールドが必要です。 参照入力はキー・フィー
ルドによって Transformer ステージに結合されます。 キーは、SQL SELECT ステ
ートメントの WHERE 節を使用して、データを読み取ります。

「SQL」タブ
このタブには、ステージによって生成される SQL ステートメントまたはユーザー
定義 SQL ステートメント、または表からデータを読み取るために使用するストア
ード・プロシージャー・コール構文が表示されます。
これには、「照会」、「前処理」、「後処理」タブが含まれています。
v 「照会」。「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」または「列リ
ストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」を選択すると、このタブは読
み取り専用になります。「照会タイプ」が「カスタム SQL ステートメントを入
力」の場合、このタブには、表からデータを読み取るときに実行される SQL ス
テートメントが表示されます。 GUI は、開始点として、ステージによって生成
される SQL ステートメントをこのタブに表示します。しかし、必要に応じて、
適切で有効な SQL ステートメントを入力できます。「照会タイプ」が「実行時
にファイルから SQL をロード」の場合、ファイルのパス名を入力します。
v 「BEFORE」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理する前に実行
する SQL ステートメントが含まれます。
v 「AFTER」。このタブには、ステージがすべてのジョブ・データ行を処理してか
ら実行する SQL ステートメントが含まれます。

データ・タイプのサポート
IBM InfoSphere DataStage SQL データ・タイプから IBM DB2 SQL データ・タイ
プへのマッピング、および IBM DB2 SQL データ・タイプから InfoSphere
DataStage SQL タイプへのマッピングを実行できます。

IBM InfoSphere DataStage SQL から IBM DB2 SQL へのデー
タ・タイプのマッピング
入力リンクの「表の作成」を「はい」に設定すると、入力リンクの列定義と、ター
ゲット表のプロパティーを定義する入力リンク・プロパティーとを使用して、ター
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ゲット表が作成されます。 一部のケースで、IBM DB2 データ・タイプと
InfoSphere DataStage データ・タイプとの間で正確な変換が行われないことがありま
す (例えば、GRAPHIC)。
次の表に、対応する InfoSphere DataStage データ・タイプから生成される IBM
DB2 データ・タイプを示します。
表 11. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する IBM DB2 データ・タイプ
InfoSphere DataStageSQL データ・タイプ

IBM DB2 SQL データ・タイプ

SQL_BIGINT

BIGINT

SQL_BINARY

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BIT

サポートされない

SQL_CHAR

CHAR

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION

SQL_FLOAT

FLOAT

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARCHAR

LONG VARCHAR

SQL_LONGVARCHAR

CLOB (下の注記を参照)

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

TIME

SQL_TIMESTAMP

TIMESTAMP

SQL_TINYINT

SMALLINT

SQL_VARBINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARCHAR

VARCHAR

注: DB2 UDB API ステージでは、32 K より大きい精度の LONGVARCHAR デー
タ・タイプを IBM DB2 の CLOB データ・タイプにマッピングすることで、CLOB
データ・タイプに対応します。 CLOB 列定義を処理するには、列のデータ・タイプ
として InfoSphere DataStage の LONGVARCHAR を選択し、「列」タブの「長さ」
に 32 K より大きい値を指定します。 「長さ」が 32 K 以下であれば、InfoSphere
DataStage の LONGVARCHAR は、LONGVARCHAR にマッピングされます。

IBM DB2 SQL から IBM InfoSphere DataStage SQL へのデー
タ・タイプのマッピング
DB2 UDB API ステージでは、データベースからメタデータ定義をインポートする
場合、データベースの SQL データ・タイプから InfoSphere DataStage がサポート
する SQL データ・タイプへのマッピングを行う必要があります。
次の表で、IBM DB2 SQL データ・タイプと InfoSphere DataStage SQL データ・タ
イプ間のマッピングを説明します。
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表 12. IBM DB2 データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ
IBM DB2 SQL データ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL データ・タイプ

BIGINT

SQL_BIGINT

CHAR

SQL_CHAR

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BINARY

DATE

SQL_DATE

DECIMAL

SQL_DECIMAL

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

FLOAT

SQL_FLOAT

GRAPHIC

SQL_CHAR

INTEGER

SQL_INTEGER

LONG VARCHAR

SQL_LONGVARCHAR

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARGRAPHIC

SQL_LONGVARCHAR

NUMERIC

SQL_NUMERIC

REAL

SQL_REAL

SMALLINT

SQL_SMALLINT

TIME

SQL_TIME

TIMESTAMP

SQL_TIMESTAMP

VARCHAR

SQL_VARCHAR

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARBINARY

BLOB および LOCATOR

サポートされない

CLOB および LOCATOR

SQL_LONGVARCHAR (下の注記を参照)

DBCLOB および LOCATOR

サポートされない

注: DB2 UDB API ステージでは、32 K より大きい精度の LONGVARCHAR デー
タ・タイプを IBM DB2 の CLOB データ・タイプにマッピングすることで、CLOB
データ・タイプに対応します。 CLOB 列定義を処理するには、列のデータ・タイプ
として InfoSphere DataStage の LONGVARCHAR を選択し、「列」タブの「長さ」
に 32 K より大きい値を指定します。 「長さ」が 32 K 以下であれば、InfoSphere
DataStage の LONGVARCHAR は、LONGVARCHAR にマッピングされます。

$ 文字と # 文字の処理
IBM InfoSphere DataStage は、列名に予約語 # と $ を使用するデータベースを処
理できるように修正されました。

このタスクについて
InfoSphere DataStage は、この文字を内部フォーマットに変換し、必要に応じて元に
戻します。
この機能を利用するには、次のいずれかを行います。
v 列名の中に、ストリング __035__ と __036__ は使用しないでください (それぞ
れ # と $ の内部表現として使用されます)。
第 4 章 DB2 UDB API ステージ
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v 自分のジョブでこの機能を使用する際には、プラグイン・メタデータ・インポー
ト・ツールを使用してメタデータをインポートし、手動での編集は避けてくださ
い (これによって、誤りや混乱のリスクを最小限にとどめます)。
一度、表定義をロードすると、表定義とデータ・ブラウザーにはオリジナルの IBM
DB2 データベースでの名前でなく、内部で変換された列名が表示されます。 内部
列名は出力仕様と式にも使用されます。 しかし、生成される SQL ステートメント
ではオリジナルの名前が使用されるので、ジョブに手動で SQL を入力する場合
は、オリジナルの名前を使用してください。
サーバー・ジョブで DB2 UDB API ステージを使用する場合、IBM DB2 データベ
ース列が含まれる SQL ステートメントを入力するときは、外部名を使用してくだ
さい。 ステージ内部の列は疑問符 (パラメーター・マーカー) で表示され、順序に
よって対応する列にバインドされるので、名前の入力について心配する必要はあり
ません。 これは次のものに適用されます。
v 照会
v 更新
v 挿入
v キー
v 選択
v WHERE 節
例えば、更新の場合は次のように入力できます。
UPDATE tablename SET ##B$ = ? WHERE

$A# = ?

特に、このステートメントのキー ($A#) は、外部名を使用することで指定されてい
ることに注意してください。

トラブルシューティング
ソース・データが正しく定義されている場合は、行はターゲット表に正しく挿入さ
れます。 ただし、状況によっては、行がターゲット表に挿入されない場合がありま
す。
IBM DB2 は、次の 3 つの条件が揃った場合には、「正しくない」行に続く残りの
行バッチをリジェクトします。
v 「配列サイズ」プロパティーが 1 を超えている場合。
v 定義されたソース・データのストリングの長さが、定義されたターゲット列の長
さを超えている場合。
v ソース・データに、ターゲット列の長さを超える文字ストリングを持つ行が含ま
れている場合。
これらの残りの行に関係して誤ったエラー・メッセージも出されます。

70

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

例
ターゲット表がある列を CHAR(5) として定義し、この列の IBM InfoSphere
DataStage メタデータは CHAR(10) と定義され、ソース・データに次の行が含まれ
ていると想定します。
'ABC'
'ABCD'
'ABCDEFG' (5 文字より長い)
'AB'
'ABCD'
最後の 3 行は、「配列サイズ」プロパティーが 5 に設定されている時は、ターゲ
ット表に挿入されません。IBM DB2 は、3 行とも大きすぎる値を含んでいるとレポ
ートします (IBM DB2 エラー SQL0302N)。
さらに、範囲外の値を含むソース・データに対して BIGINT を使用しても、同様の
動作が生じます。

解決策
InfoSphere DataStage メタデータを、IBM DB2 ターゲットと正しく一致するように
定義し、BIGINT ソース・データが必ず BIGINT の範囲内であるようにします。 ま
たは、配列サイズを 1 に設定してジョブを実行するほうが安全な場合もあります。
ただし、これはパフォーマンスに影響が出ることがあります。
別の解決策は、データを DB2 UDB API ステージに送る前に、Transformer ステー
ジを使用してデータを修正しておくことです。 この方式も、パフォーマンスに影響
します。
注: この動作は、制約違反または NULL 以外の違反などの理由でデータベースにリ
ジェクトされた行の場合には発生しません。 バッチの残りの行は、リジェクトされ
ません。

第 4 章 DB2 UDB API ステージ

71

72

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

第 5 章 DB2 UDB Enterprise ステージ
IBM DB2 UDB Enterprise ステージを使用して、IBM InfoSphere DataStage パラレ
ル・ジョブから DB2 データにアクセスします。
IBM InfoSphere DataStage を使用して IBM InfoSphere DataStage パラレル・ジョブ
から DB2 データにアクセスする際、一連の接続オプションから選択できます。 ほ
とんどの新規ジョブには、DB2 UDB Enterprise ステージよりも優れた機能とパフォ
ーマンスを提供する、DB2 Connector ステージを使用します。
DB2 UDB Enterprise ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する
場合は、コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用す
るためにジョブをマイグレーションします。

概説
DB2/UDB Enterprise ステージはデータベース・ステージです。 DB2/UDB Enterprise
ステージを使用して、IBM DB2 データベースに対してデータの読み取りや書き込み
を行うことができます。同時に Lookup ステージを使用することで、IBM DB2 デ
ータベースに収められたルックアップ・テーブルにアクセスすることができます。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド を参照
してください。
IBM DB2 データベースでは、データが複数のパーティションに分散されます。
DB2/UDB Enterprise ステージは、IBM DB2 データベースにデータを読み書きする
際、パーティションを一致させることができます。
DB2/UDB Enterprise ステージに設定するプロパティーにより、ステージは以下を持
ちます。
v ロード方式および書き込み方式用の 1 つの入力リンク、および、
v 書き込み方式用の 1 つの出力リンクまたは参照出力リンク。 Lookup ステージ
は、IBM DB2 ルックアップ・テーブルを参照するとき、参照出力リンクを使用
します。 あるいは、DB2/UDB Enterprise ステージは単一の出力リジェクト・リ
ンクを持ちます (入力リンクとともに)。
DB2/UDB Enterprise ステージを使用して、以下の処理が実行できます。
v IBM DB2 表に (INSERT を使用して) データを書き込みます。
v パフォーマンスを向上させるために、DB2 コマンド・ライン・インターフェース
(CLI) を介して、IBM DB2 表を (適宜 INSERT または UPDATE を使用して) 更
新します。
v IBM DB2 表に (DB2 高速ローダーを使用して) データをロードします。 (ロード
は、メインフレームの DB2 データベースではサポートされていません。)
v IBM DB2 表からのデータの読み取り。
v IBM DB2 表からの行の削除。
v IBM DB2 表の直接ルックアップの実行。
© Copyright IBM Corp. 1998, 2014
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v IBM DB2 表をメモリーにロードしたあとの IBMDB2 に対するルックアップの実
行。
ルックアップ・データのソースとして DB2/UDB Enterprise ステージを使用する際
には、列の命名に関して特に注意しなければなりません。ソースとルックアップ・
データ・セットの両方に同じ名前の列がある場合、ソース・データ・セットの列が
出力データに行くことに注意しなければなりません。この列をルックアップ・デー
タ・ソースからの列と交換したい場合、ルックアップを実行する前に、ソース・デ
ータ列をドロップしなければなりません (例えば、Modify ステージを使用してドロ
ップできます)。ルックアップ操作の実行に関して詳しくは、「IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」の Merge ステー
ジに関するトピックを参照してください。
DB2/UDB Enterprise ステージを編集するには、ステージ・エディターを使用しま
す。 ステージ・エディターについて詳細を理解するには、「パラレル・ジョブ開発
者ガイド」を参照します。

IBM DB2 データベースへのアクセス
始める前に
DB2/UDB Enterprise ステージを最初に使用する前に、構成手順を完了する必要があ
ります。 InfoSphere DataStage PDF の資料を参照してください。

このタスクについて
DB2/UDB Enterprise ステージを使用するためには、ステージが接続するデータベー
スに対する有効なアカウントと適切な権限を持っている必要があります。 IBM DB2
8.1 Enterprise Server Edition (ESE) を使用する場合、InfoSphere DataStage のパラレ
ル機能を活用するために、DPF をインストールすることをお勧めします。
必要となる IBM DB2 権限を以下にリストします。
v データの読み取り元となる表に対する SELECT 権限。
v 更新される既存の表に対する INSERT 権限。
v 新規表を作成するための TABLE CREATE 権限。
v 置き換えられる既存の表に対する INSERT 権限および TABLE CREATE 権限。
v ロード方式を使用して書き込まれるデータベースに対する DBADM 権限。
IBM DB2 でこの権限を許可する方法は複数あります。 1 つは、IBM DB2 を起動
してデータベースに接続し、次のコマンドを使用してユーザーに DBADM 権限を許
可する方法です。
db2> CONNECT TO db_namedb2> GRANT DBADM ON DATABASE TO USER user_name

ここで、db_name は IBM DB2 データベースの名前、user_name は InfoSphere
DataStage のログイン・ユーザー名です。 ロード方式とあわせて「メッセージ・フ
ァイル」プロパティーを指定する場合は、データベース・インスタンスがこのファ
イルに対する読み取り権限または書き込み権限を持つ必要があります。 ロード処理
メッセージのログ・ファイルの場所は、APT_CONFIG_FILE で定義される場所とま
ったく同一です。
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PATH には、$DB2_HOME/bin を含める必要があります (例えば
/opt/IBMdb2/V8.1/bin)。 LIBPATH には、他の lib ステートメントよりも前に
$DB2_HOME/lib (例えば /opt/IBMdb2/V8.1/lib など) が含まれる必要があります。
次の IBM DB2 環境変数によって、システムのランタイム特性が設定されます。
v DB2INSTANCE によって、IBM DB2 インスタンスのオーナーのユーザー名が指
定されます。 IBM DB2 では DB2INSTANCE によって db2nodes.cfg の場所が決
定されます。 例えば DB2INSTANCE を「Mary」に設定すると、db2nodes.cfg の
場所は ~Mary/sqllib/db2nodes.cfg になります。
v DB2DBDFT によって、DB2/UDB Enterprise ステージからアクセスする IBM
DB2 データベースの名前が指定されます。
IBM DB2 データベースを指定する方法は他に 2 つあります。
1. DB2/UDB Enterprise ステージの入力リンクまたは出力リンクの「データベース
のオーバーライド」プロパティー。
2. APT_DBNAME 環境変数 (この設定は DB2DBDFT よりも優先されます)。
通常は、入力プロパティー「行コミット間隔」を使用して、コミットとコミットの
間に表に挿入するレコード数を指定します (「オプション」カテゴリーの「行コミ
ット間隔」セクション参照)。 以前は、この指定に APT_RDBMS_COMMIT_ROWS
環境変数が使われました。この環境変数は現在でも後方互換性があります。 この環
境変数に 1 から (231 - 1) までの任意の値を設定して、レコードの数を指定できま
す。 デフォルト値は 2000 です。APT_RDBMS_COMMIT_ROWS を 0 や負の値、
無効な値に設定すると、警告が発行され、各パーティションは最後の挿入の後に一
度だけコミットされます。
APT_RDBMS_COMMIT_ROWS の値を小さく設定した場合、IBM DB2 で頻繁にコ
ミットが実行されます。 そのため、プログラムが予期せず終了した場合でも、デー
タ・セットにはまだ部分的な結果が含まれているので、ユーザーはそれを使用する
ことができます。 しかし、コミットの頻度が多いことで、DB2/UDB Enterprise ス
テージのパフォーマンスの低下を招く場合があります。
APT_RDBMS_COMMIT_ROWS の値を大きく設定した場合、DB2 ではそれに応じて
大量のロールバック情報を記録する必要が生じます。 この場合も、アプリケーショ
ンの実行速度を遅くする可能性があります。

リモート接続
このタスクについて
DB2/UDB Enterprise ステージはリモートの IBM DB2 サーバーにも接続できます。
この接続は、IBM DB2 クライアントを使用して行います。
IBM DB2 クライアントから IBM DB2 サーバーにリモート接続するには、IBM
DB2 クライアントが InfoSphere DataStage サーバーと同じコンピューターに置かれ
ている必要があります。 IBM DB2 クライアントと IBM DB2 サーバーの両方にリ
モート接続通信を設定する必要があります (IBM DB2 データベース管理者にお問い
合わせください)。
InfoSphere DataStage 構成ファイルには、InfoSphere DataStage および IBM DB2 ク
ライアントがインストールされているノードおよび IBM DB2 サーバーがインスト
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ールされているリモート・コンピューターのノードが含まれている必要がありま
す。 パラレル・エンジン構成ファイルに関するトピックは、「IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド」で参照してください。

手順
パラレル・ジョブの DB2/UDB Enterprise ステージでは、次のプロパティーを設定
する必要があります。
v

「クライアント・インスタンス名」: このプロパティーに IBM DB2 クライアン
ト・インスタンス名を設定します。 このプロパティーを設定すると、InfoSphere
DataStage は、ユーザーがリモート接続を要求したものとみなします。

v

「サーバー」: 必要に応じてこのプロパティーに IBM DB2 サーバーのインスタ
ンス名を設定します。 このプロパティーを設定しなければ、IBM DB2 環境変数
DB2INSTANCE によって IBM DB2 サーバーのインスタンス名を識別します。

v

「クライアント別名 DB 名」: このプロパティーに、リモート IBM DB2 サー
バー・データベースに対する IBM DB2 クライアントの別名データベース名を設
定します。 このプロパティーは、クライアントの別名がリモート・サーバー・デ
ータベースの実際の名前と異なる場合にだけ使用します。

v

「データベース」: 必要に応じて、このプロパティーにリモート・サーバー・デ
ータベース名を設定します。 このプロパティーを設定しなければ、環境変数
APT_DBNAME または APT_DB2DBDFT によってデータベースを識別します。

v

「ユーザー」: IBM DB2 に接続するためのユーザー名を入力します。 これはリ
モート接続の場合に必要です。

v

「パスワード」。 IBM DB2 に接続するためのパスワードを入力します。 これ
はリモート接続の場合に必要です。

InfoSphere DataStage で利用可能なリモート接続機能を使用して、同じジョブ内のさ
まざまな IBM DB2 サーバーに接続できます。例えば、1 つのサーバー上の IBM
DB2 データベースからデータを読み取り、このデータを使用して別の IBM DB2 サ
ーバー上のルックアップ・テーブルにアクセスし、第 3 の IBM DB2 サーバーにリ
ジェクト行を書き込めます。各データベースは、「クライアント・インスタンス
名」および「サーバー」プロパティーが適正に設定されているジョブ内の別のステ
ージからアクセスされます。

特殊文字 # と $ の処理
このタスクについて
文字 # と $ は、IBM InfoSphere DataStage では予約済です。列名で文字 # と $
を使用する IBM DB2 データベースを扱うには特殊なステップが必要となります。
InfoSphere DataStage は、これらの文字を内部フォーマットに変換し、その後、必要
に応じて元のフォーマットに戻します。
この機能を利用するには、次のことを行う必要があります。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライアント
で、対象プロジェクトの「環境変数」ダイアログを開き、環境変数
DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT を真に設定します (これは、「全
般」の下の「カスタマイズ」ブランチにあります)。
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v

IBM DB2 列名では「__035__」と「__036__」のストリングを使用しないように
します。 これらのストリングは、それぞれ # と $ の内部表現として使用されま
す。

ジョブでこの機能を使用するときは、プラグインのメタデータ・インポート・ツー
ルを使用してメタデータをインポートして、手作業による編集は避けてください。
これによって、誤りや混乱のおそれが少なくなります。
一度、表定義をロードすると、表定義とデータ・ブラウザーにはオリジナルの IBM
DB2 名でなく、内部で変換された列名が表示されます。 また、列名は派生や式で
も使われます。 しかし、生成される SQL ステートメントではオリジナルの名前が
使用されるので、ジョブに手動で SQL を入力する場合は、オリジナルの名前を使
用してください。
一般に、DB2/UDB Enterprise ステージでは、ORCHESTRATE.internal_name 形式で
名前を使用しているどこででも、ステージ列名を参照している場合を除いて、外部
名を入力できます。
ターゲットとして DB2/UDB Enterprise ステージを使用する際には、次のように外
部名を使わなければなりません。
v 書き込みとロード・オプションには、選択リスト・プロパティーに外部名を使用
します。
v アップサート・オプション、update and insert には、IBM DB2 表列名を参照する
際に外部名を使用し、ステージ列名を参照する際には内部名を使用します。 例え
ば、次のようにします。
INSERT INTO tablename ($A#, ##B$) VALUES
(ORCHESTRATE.__036__A__035__, ORCHESTRATE.__035__035__B__036__)
UPDATE tablename SET ##B$ = ORCHESTRATE.__035__035__B__036__ WHERE ($A# =
ORCHESTRATE.__036__A__035__)

ソースとして DB2/UDB Enterprise ステージを使用する際には、次のように外部名
を使わなければなりません。
v ユーザー定義 SQL 方式を使用する読み取りの場合、SELECT: の IBM DB2 列に
外部名を使用します。例えば、
SELECT #M$, #D$ FROM tablename WHERE (#M$ > 5)

v 表方式を使用する読み取りの場合、Select リストと where プロパティーで外部名
を使用します。
ルックアップとしてパラレル・ジョブで DB2/UDB Enterprise ステージを使用する
際には、次のように外部または内部名を使わなければなりません。
v ユーザー定義 SQL 方式を使用するルックアップの場合、SELECT の IBM DB2
列と、追加する WHERE 節の IBM DB2 列には外部名を使用します。 WHERE
節でステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例えば、次のようにし
ます。
SELECT #M$, #D$ FROM tablename
WHERE (#B$ = ORCHESTRATE.__035__ B __036__)

v 表方式を使用するルックアップでは、選択リストと WHERE プロパティーで外部
名を使用します。
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v DB2/UDB Enterprise ステージがアタッチされる Lookup ステージの「入力」ペー
ジの「プロパティー」タブでのキー・オプションには、内部名を使用します。

「埋め込み文字」プロパティーの使用
このタスクについて
「埋め込み文字」プロパティーは、アップサートの使用時、または DB2 CHAR 列
の長さよりも短い string フィールドおよび ustring フィールドを埋め込むためにル
ックアップを実行する時に、使用します。 このプロパティーは、IBM DB2 に挿入
される string フィールドおよび ustring フィールドに使用します。あるいはこのプ
ロパティーは、次の 3 つの条件をすべて満たす場合に、UPDATE、DELETE、また
は SELECT ステートメントの WHERE 節で使用される string フィールドおよび
ustring フィールドに、使用します。
1. UPDATE ステートメントまたは SELECT ステートメントに、WHERE 節内の
CHAR 列にマッピングされる string フィールドまたは ustring フィールドが含
まれている。
2. string フィールドまたは ustring フィールドの長さが、CHAR 列の長さよりも短
い。
3. CHAR 列の埋め込み文字が NULL 終了文字でない。
例えば、SQL の INSERT ステートメントを使用して表に行を追加する場合、 IBM
DB2 は、CHAR フィールドをスペースで自動的に埋め込みます。 その後に
DB2/UDB Enterprise ステージを使用してその表を更新または照会する場合、正しい
結果を得るには「埋め込み文字」プロパティーにスペース値を使用しなければなり
ません。
行を挿入して、その後、DB2/UDB Enterprise ステージを使用して、その行を更新あ
るいは照会する場合は、「埋め込み文字」プロパティーを指定する必要はありませ
ん。 このステージでは、NULL 終了文字を使用して自動的に埋め込みを行います。
このステージにおけるデフォルトの埋め込み文字は、NULL 終了文字です。

データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースへのデータの書き込
み
書き込みあるいはロードの際、DB2/UDB Enterprise ステージは、次の表に示すよう
に、InfoSphere DataStage データ・タイプを IBM DB2 データ・タイプに自動変換
します。
表 13. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースへのデータの書き込み
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ
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基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

Date

date

DATE

Time

time

TIME

Timestamp

timestamp

TIMESTAMP

Decimal
Numeric

decimal (p, s)

DECIMAL(p, s)

接続ガイド: IBM DB2 データベース編

表 13. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースへのデータの書き込み (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

tinyInt

int8

SMALLINT

SmallInt

int16

SMALLINT

Integer

int32

INTEGER

Float
Real

sfloat

FLOAT

Double

dfloat

FLOAT

Unknown
Char

string「n」および
ustring「n」(固定長ストリン
グ、長さ <= 254 バイト)

CHAR(n)

string「n」および
ustring「n」(固定長ストリン
グ、

VARCHAR(n)

LongVarChar
VarChar

(n はストリング長)

(n はストリング長)

VarChar の場合、長さ <
32672 バイト、
LongVarchar の場合、長さ <
32700 バイト)
LongVarChar
VarChar

VARCHAR(n)
string「最大=n」および
ustring「最大=n」(可変長スト
リング、最大長 <= 4000 バ (n はストリングの最大長)
イト)

LongVarChar
VarChar

string および ustring (可変長
ストリング)

VARCHAR(32)*

LongVarChar
VarChar

string および ustring、4000
バイト < 長さ

サポートしていない

NChar

ustring [n]

GRAPHIC

NVarChar

ustring [max = n]

VARGRAPHIC

LongNVarChar

ustring [max = n]

LONGVARGRAPHIC

注: VARCHAR のデフォルトの長さは 32 バイトです。 したがって、入力データ・
セットの個々の可変長ストリング・フィールドには、32 バイトが割り振られます。
入力可変長ストリング・フィールドが 32 バイトより長い場合は、ステージにより
警告が発行されます。

データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み
取り
読み取りの際、DB2/UDB Enterprise ステージは、次の表に示すように、IBM DB2
のデータ・タイプを InfoSphere DataStage のデータ・タイプに自動変換します。
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表 14. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み取り
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

InfoSphere DataStageSQL デ
ータ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

Time または Timestamp

time または timestamp (対応
する小数点以下の時間の精度
を使用)

DATETIME

DATETIME が年で始まる場
合、結果は timestamp フィー
ルドになります。
DATETIME が時間で始まる
場合、結果は time フィール
ドになります。
Decimal
Numeric

decimal(p, s) (p は精度で s
は位取り)

DECIMAL(p, s)

最大精度は 32 (浮動小数点の
位取りを含む 10 進数は
dfloat に変換される)
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TinyInt

int8

SMALLINT

SmallInt

int16

SMALLINT

Integer

int32

INTEGER

Double

dfloat

FLOAT

Float
Real

sfloat

SMALLFLOAT

Float
Real

sfloat

REAL

Double

dfloat

DOUBLE-PRECISION

Decimal

decimal

MONEY

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[n] または ustring[n]

GRAPHIC(n)

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[max = n] または
ustring[max = n]

VARGRAPHIC(n)
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表 14. データ・タイプ変換 - IBM DB2 データベースからのデータの読み取り (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基本データ・タイプ

IBM DB2 データ・タイプ

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[max = n] または
ustring[max = n]

VARCHAR(n)

NChar

ustring [n]

GRAPHIC

NVarChar

ustring [max = n]

VARGRAPHIC

LongNVarChar

ustring [max = n]

LONGVARGRAPHIC

例
以下の例は、ルックアップ処理の実行方法と IBM DB2 表のデータ更新方法を示し
ています。

IBM DB2 表のルックアップ
この例は、データが IBM DB2 表でルックアップされるときに、どうなるかを示し
ています。 この例では、ステージは各顧客の金利を口座の種類に基づいてルックア
ップします。 次の表は、1 次リンクに到着するデータを示しています。
表 15. ルックアップ処理の例 - 表 1
顧客

アカウント番号

アカウント・タイプ

残高

Latimer

7125678

plat

7890.76

Ridley

7238892

flexi

234.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

Hooper

7176672

flexi

3456.99

Moore

7146789

gold

424.76

次の表は、IBM DB2 ルックアップ・テーブルにあるデータを示しています。
表 16. ルックアップ処理の例 - 表 2
アカウント・タイプ

利率

bronze

1.25

silver

1.50

gold

1.75

plat

2.00

flexi

1.88

fixterm

3.00

以下は Lookup ステージの出力です。
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表 17. ルックアップ処理の例 - 表 3
顧客

アカウント番号

アカウント・タ
イプ

残高

利率

Latimer

7125678

plat

7890.76

2.00

Ridley

7238892

flexi

234.88

1.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

1.75

Hooper

7176672

flexi

3456.99

1.88

Moore

7146789

gold

424.76

1.75

ジョブは、「概要」セクションで説明するジョブのようになります。 DB2/UDB
Enterprise ステージを編集するとき、Data_set ステージは 1 次入力を提供し、
DB2_lookup_table はルックアップ・データを提供します。Lookup_1 はルックアップ
を実行し、結果のデータを Data_Set_3 に出力します。IBM DB2 データベース・ス
テージでは、データを直接 IBM DB2 データベースでルックアップすることを指定
でき、ルックアップする表の名前も指定できます。 Lookup ステージでは、ルック
アップのキーとして使用する列を指定できます。

IBM DB2 表の更新
この例は、3 つの新しい列によって更新される IBM DB2 表を示しています。 デー
タベースは、大きな馬の健康履歴を記録しています。 worming 記録の詳細は、キー
として既存の列 "name" を使用して、メイン表に追加され、最新のデータによって
埋められます。 新しい列のメタデータは、次のようになります。
表 18. メタデータの例
列名

タイプ

name

char

wormer_type

char

dose_interval

char

dose_level

char

書き込み方式としてアップサートを指定し、アップサート・モードとして「ユーザ
ー定義 UPDATE & INSERT」を選択します。これにより、既存の名前列は INSERT
ステートメントに含めません。 INSERT ステートメントを示すプロパティーは、次
のようになります。 INSERT ステートメントは、InfoSphere DataStage によって生
成されたものですが、name 列は削除されています。 UPDATE ステートメントは、
InfoSphere DataStage によって自動的に生成されたものです。
UPDATE
horse_health
SET
wormer_type=ORCHESTRATE.wormer_type,
dose_interval=ORCHESTRATE.dose_interval,
WHERE
(name=ORCHESTRATE.name)
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必要最小限の操作
IBM InfoSphere DataStage には多くのデフォルト設定があるため、DB2/UDB
Enterprise ステージを非常に簡単にジョブに組み込めます。 このセクションでは
DB2/UDB Enterprise ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。
InfoSphere DataStage は用途の広いユーザー・インターフェースを持ち、特定の目的
を達成するためのショートカットが多数あります。 このセクションでは基本的な方
式を説明します。 製品に慣れた後で、ショートカットについて習得してください。

IBM DB2 データベースへのデータの書き込み
手順
1. 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「書き込み方式」に「書き込み」を選択します。
b. 書き込もうとしている表の名前を指定します。
c. 「IBM DB2 データベースへのアクセス」セクションで説明されているよう
に、サーバーとデータベースを指定するのに環境変数を使用しない場合、
「データベース環境変数の使用」と「サーバー環境変数の使用」を「偽」に
設定し、データベースとサーバーのプロパティーに値を指定します。
2. デフォルトでは、ステージは、IBM DB2 表の中でデータがパーティション化さ
れるのと同じ方法で、データをパーティション化します (「IBM DB2 データベ
ースへのアクセス」セクションを参照)。入力リンクの「パーティション」タブ
で、パーティション方式を変更したり、別のデータベースを指定したりすること
ができます。
注: 上記の変更はごくまれに、なおかつパフォーマンス低下を避けるために非常
な注意をもって行わなければなりません。
3. 書き込みに列メタデータを必ず指定します。

IBM DB2 データベースの更新
このタスクについて
これは IBM DB2 データベースへの書き込みと同じ手順ですが、データベースの更
新に使用する SQL ステートメントの詳細を指定する必要のある点が異なります。
v 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」を「アップサート」に指定します。
– 「アップサート・モード」を選択します。このモードでは、挿入と更新の両
方、または更新だけを行うのかを指定でき、さらに InfoSphere DataStage が自
動生成したステートメントを使用するのか、またはユーザーの作成したステー
トメントを指定するのかを指定できます。
– 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」を選択した場合
は、INSERT SQL ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage は、基
本となる自動生成ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集でき
ます。
– 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」または「ユーザ
ー定義更新のみ」を選択した場合は、UPDATE SQL ステートメントを指定し
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ます。 InfoSphere DataStage は、基本となる自動生成ステートメントを提供し
ます。これは必要に応じて編集できます。
– リジェクト行をリジェクト・リンクに送る場合は、「リジェクトを出力」を
「真」に設定します (デフォルトでは「偽」です)。

IBM DB2 データベースからの行の削除
このタスクについて
これは IBM DB2 データベースの書き込みと同じ手順ですが、データベースの行の
削除に使用する SQL ステートメントの詳細を指定する必要のある点が異なりま
す。
v 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」を「行削除」に指定します。
– 「行削除モード」を選択します。 このモードでは、InfoSphere DataStage によ
って自動的に生成されるステートメントを使用するか、ユーザー独自のステー
トメントを指定するかを選択できます。
– 「行削除モード」で「ユーザー定義 DELETE」を選択した場合は、削除 SQL
ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage は、基本となる自動生成
ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集できます。
– リジェクト行をリジェクト・リンクに送る場合は、「リジェクトを出力」を
「真」に設定します (デフォルトでは「偽」です)。

IBM DB2 データベースのロード
このタスクについて
デフォルトの方式です。 ロードは、メインフレーム・コンピューターの DB2 デー
タベースではサポートされていません。 ロードは書き込みと同じ手順ですが、次の
操作が異なります。
v 「入力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
– 「書き込み方式」を「ロード」に指定します。

IBM DB2 データベースからのデータの読み取り
このタスクについて
IBM DB2 データベースを読み取るには、次の手順に従います。

手順
1. 「出力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 読み取り方式を選択します。 デフォルトは「テーブル」(テーブルから直接読
み取り、パラレル・モードで作動) です。 ただし、自動生成された SQL ま
たはユーザーの作成した SQL を使った読み取りも選択できます。この場
合、デフォルトでは単一のノードに対して順次に作動します。
b. 読み取る表を指定します。
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c. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。InfoSphere DataStage は、基本
となる自動生成ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集でき
ます。
d. 「表」以外の「読み取り方式」を使用する場合、「パーティション表」プロ
パティーを指定できます。 このプロパティーでは、名前付き表から取得され
たパーティションを含む処理ノードに対する、照会のパラレル実行を指定し
ます。 このオプションを指定しなければ、DB2/UDB Enterprise ステージは
照会を単一のノードに対して順次実行します。
e. 「IBM DB2 データベースへのアクセス」セクションで説明されているよう
に、環境変数を使用してサーバーとデータベースを指定しない場合、「デフ
ォルト・データベースを使用」と「デフォルト・サーバーを使用」を「偽」
に設定し、データベースとサーバーのプロパティーに値を指定します。
2. 「読み取り」に列メタデータを必ず指定します。

IBM DB2 データベース表での直接ルックアップの実行
このタスクについて
IBM DB2 データベースで直接ルックアップを実行するには、次の手順に従います。

手順
1. 参照リンクを使用して DB2/UDB Enterprise ステージを Lookup ステージに接続
します。
2. 「出力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「スパース」に設定します。
b. 読み取り方式を選択します。 デフォルトは「表」(表から直接読み取り) で
す。 ただし、自動生成された SQL またはユーザー生成の SQL を使用した
読み取りも選択できます。
c. ルックアップ用に読み取る表を指定します。
d. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。InfoSphere DataStage は、基本
となる自動生成ステートメントを提供します。これは必要に応じて編集でき
ます。例えば、不等を基準としたルックアップを実行したい場合に、これを
使用します。
e. 「IBM DB2 データベースへのアクセス」セクションで説明されているよう
に、環境変数を使用してサーバーとデータベースを指定しない場合、「デフ
ォルト・データベースを使用」と「デフォルト・サーバーを使用」を「偽」
に設定し、データベースとサーバーのプロパティーに値を指定します。
3. ルックアップに列メタデータを必ず指定します。

IBM DB2 データベース表でのメモリー内ルックアップの実行
このタスクについて
メモリー内ルックアップは、デフォルトのルックアップ方式です。 必要な操作は直
接ルックアップと同じですが、次の操作が異なります。
v 「出力リンク・プロパティー」タブで、次の操作を行います。
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– 「ルックアップ・タイプ」を「ノーマル」に設定します。

「ステージ」ページ
「全般」タブでは、DB2/UDB Enterprise ステージの説明 (オプション) を指定でき
ます。 「詳細」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS マップ」
タブには、システム上で NLS が有効かどうかが表示されます。このタブを使用し
て、ステージの文字セット・マップを指定できます。

「詳細」タブ
このタブでは、以下を指定できます。
v 「実行モード」。このステージは、パラレル・モードまたは順次モードで実行で
きます。 パラレル・モードでは、構成ファイルで指定した使用可能なノードと、
「拡張」タブで指定したノード制約 (ある場合) によってデータが処理されます。
順次モードでは、書き込み全体がコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトで自動であり、IBM InfoSphere DataStage はパ
ラレル・ステージの基礎にあるオペレーターを結合し、このタイプのステージに
とって適格である場合に、オペレーターは同じプロセスで実行されます。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設
定」を選択すると、次のステージでパーティションをそのまま維持するようにフ
ァイル読み取り操作の際に要求されます。 「パーティションの保持」オプション
は、ステージに入力リンクしかない場合には表示されません。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。パラレル実行を、グリッドで指定された
ノード・プール (複数の場合もある) またはリソース・プール (複数の場合もあ
る) のいずれか、あるいはその両方に制限するために、このオプションを選択し
ます。 これらを選択するには、グリッドのドロップダウン・リストを使用しま
す。ドロップダウン・リストのデータは、構成ファイルから取り込まれます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定
義済みノード・マップ内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するに
は、ノード番号をテキスト・ボックスに入力するか、「参照」ボタンをクリック
して「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこからノードを選択
します。構成ファイルで定義されているノード・プールに加えて、このステージ
の新しいノード・プールが有効に定義されます。
注: このステージを使用して IBM DB2 表に対して直接ルックアップを実行して
いる場合 (つまりスパース・モードの場合)、ステージ・ページはブランクになり
ます。

「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブでは、DB2/UDB Enterprise ステージの文字セット・マップを
定義できます。これは、プロジェクトやジョブのデフォルトの文字セット・マップ
をオーバーライドします。 必要に応じて、マップをジョブ・パラメーターとして指
定するように設定できます。
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「入力」ページ
「入力」ページでは、DB2/UDB Enterprise ステージが IBM DB2 データベースにデ
ータを書き込む方法の詳細を指定できます。 DB2/UDB Enterprise ステージには、1
つの表に書き込む入力リンクは 1 つだけ設定できます。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。 「プロパティ
ー」タブでは、リンク機能の詳細を正確に指定できます。「パーティション」 タブ
では、データベースに書き込む前に入力データをパーティション化する方法を指定
できます。「列」 タブでは、入力データの列定義を指定します。「詳細」 タブで
は、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
DB2/UDB Enterprise ステージのプロパティー、パーティション、およびフォーマッ
トの詳細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの概要について
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド」
のステージ・エディターに関するトピックを参照してください。

「入力リンク・プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、入力リンクのプロパティーを指定できます。 こ
れらのプロパティーによって、入力データを書き込む方法と書き込み先が決定され
ます。 指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォル
ト設定があります。 デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは
赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンス・リストを示しま
す。表の後に、各プロパティーの詳細を説明します。
表 19. 入力リンクのプロパティーと値
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

N/A

はい

N/A

「ターゲット」/ 「自動生成 DELETE」/「ユ 「自動生成
ーザー定義 DELETE」
DELETE」
「行削除モー
ド」

はい (「書き
込み方式」 =
「行を削除」
の場合)

N/A

「ターゲット」/ ストリング
「DELETE
SQL」

はい (「書き
込み方式」 =
「行を削除」
の場合)

N/A

はい (「書き
込み方式」 =
「アップサー
ト」の場合)

N/A

「ターゲット」/ ストリング
「表」

N/A

「自動生成
ターゲット/アッ 「自動生成 UPDATE &
UPDATE &
プサート・モー INSERT」/
INSERT」
「自動生成 UPDATE の
ド
み」/「ユーザー定義
UPDATE & INSERT」/「ユ
ーザー定義 UPDATE の
み」
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表 19. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー
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値

デフォルト

必須かどうか

従属

「ターゲット」/ ストリング
「INSERT
SQL」

N/A

はい (「書き
込み方式」 =
「アップサー
ト」の場合)

N/A

「ターゲット」/ ストリング
「UPDATE
SQL」

N/A

はい (「書き
込み方式」 =
「アップサー
ト」の場合)

N/A

「ターゲット」/ 行削除/書き込み/ロード/
アップサート
「書き込み方
式」

ロード

はい

N/A

「ターゲット」/ 「追加」/
「書き込みモー 「作成」/
「置換」/
ド」
切り捨て

追加

はい

N/A

接続/デフォル
ト・データベー
スを使用

「真」/「偽」

真

はい

N/A

接続/デフォル
ト・サーバーを
使用

「真」/「偽」

真

はい

N/A

接続/データベー string
ス

N/A

はい (「デー
タベース環境
変数の使用」
=「偽」の場
合)

N/A

接続/サーバー

string

N/A

はい (「デフ
ォルト・サー
バーを使用」
= 「偽」の場
合)

N/A

接続/クライアン string
ト・インスタン
ス名

N/A

いいえ

N/A

オプション/配列 数値
サイズ

2000

はい (「書き
込み方式」=
「削除」の場
合)

N/A

オプション/リジ 「真」/「偽」
ェクト・レコー
ドを出力

偽

はい (「書き
込み方式」=
「アップサー
ト」の場合)

N/A

オプション/行コ 数値
ミット間隔

配列サイズ
の値

いいえ

N/A
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表 19. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

オプション/タイ 数値
ム・コミット間
隔

2

いいえ

N/A

「オプション」/ 「真」/「偽」
「表にない列を
自動的にドロッ
プ」

偽

はい

N/A

「オプション」/ 「真」/「偽」
「列名を切り捨
て」

偽

はい

N/A

オプション/切り 数値
捨て長の指定

18

いいえ

列名を切り捨
て

「オプション」/ string
「クローズ・コ
マンド」

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/ 数値
「デフォルト・
ストリング長」

32

いいえ

N/A

「オプション」/ string
「オープン・コ
マンド」

N/A

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプショ
ン/ASCII 区切り
フォーマットを
使用

偽

はい (「書き
込み方式」=
「ロード」の
場合)

N/A

オプション/失敗 「真」/「偽」
時にクリーンア
ップ

偽

はい (「書き
込み方式」=
「ロード」の
場合)

N/A

オプション/メッ パス名
セージ・ファイ
ル

N/A

いいえ

N/A

オプション/DB
オプション

N/A

いいえ

N/A

オプション/リカ 「真」/「偽」
バリー不能なト
ランザクション

偽

いいえ

N/A

オプション/埋め string
込み文字

NULL

いいえ

N/A

オプション/例外 string
表

N/A

いいえ

N/A

string
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表 19. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

オプション/統計 stats_none/
stats_exttable_only/
stats_extindex_only/
stats_index/stats_table/
stats_extindex_table/
stats_all/
stats_both

stats_none

いいえ

N/A

オプション/ノー 数値
ドごとのプロセ
ス数

1

いいえ

オプション/任意 「真」/「偽」
のロード順序

真

いいえ

ノードごとの
プロセス数

「ターゲット」カテゴリー
「ターゲット」カテゴリーでは、データの書き込み先となるデータベース表のプロ
パティーを設定できます。

表
書き込みを行う表の名前を指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定
できます。

「行削除モード」
このオプションは「行の削除」書き込み方式の場合にのみ表示され、DELETE ステ
ートメントの派生方式を指定できます。 次の中から選択します。
v 「自動生成 DELETE」。InfoSphere DataStage は、表名と列詳細に指定されてい
る値を基にして、自動的に Delete ステートメントを作成します。 このステート
メントは、「DELETE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「ユーザー定義 DELETE」。ユーザー自身が DELETE ステートメントを入力す
るには、これを選択します。その後「DELETE SQL」プロパティーを選択し、デ
フォルトのステートメントを編集します。

DELETE SQL
「書き込み方式」が「行の削除」の場合にのみ表示されます。このプロパティー
で、自動生成された削除ステートメントを表示したり、ユーザー独自のステートメ
ントを指定したりできます (「行削除モード」プロパティーの設定により決まりま
す)。

アップサート・モード
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。ここで INSERT ステ
ートメントと UPDATE ステートメントを取得する方法を指定できます。次の中か
ら選択します。
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v 「自動生成 UPDATE & INSERT」。InfoSphere DataStage は、表名と列詳細に指
定されている値を基にして、自動的に UPDATE ステートメントおよび INSERT
ステートメントを作成します。 ステートメントは、「INSERT SQL」または
「UPDATE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「自動生成 UPDATE のみ」。InfoSphere DataStage は、表名と列詳細に指定され
ている値を基にして、自動的に Update ステートメントを作成します。 このステ
ートメントは、「UPDATE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「ユーザー定義 UPDATE & INSERT」。ユーザー自身が UPDATE ステートメ
ントと INSERT ステートメントを入力するには、これを選択します。その後
「INSERT SQL」と「UPDATE SQL」プロパティーを選択し、デフォルトの文
を編集します。
v 「ユーザー定義 UPDATE のみ」。ユーザー自身が UPDATE ステートメントを
入力するには、これを選択します。その後「UPDATE SQL」プロパティーを選択
し、デフォルトのステートメントを編集します。

Insert SQL
「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示されます。このプロパティ
ーで、自動生成された INSERT ステートメントを表示したり、ユーザー独自のステ
ートメントを指定したりできます (「更新モード」プロパティーの設定によって決
まります)。

UPDATE SQL
このプロパティーは、「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示され
ます。 このプロパティーで、自動生成された UPDATE ステートメントを表示した
り、ユーザー独自のステートメントを指定したりできます (「更新モード」プロパ
ティーの設定によって決まります)。

書き込み方式
「行削除」、「書き込み」、「アップサート」、「ロード」のいずれかを選択しま
す。 デフォルトの書き込み方式は「ロード」です。 「ロード」を選択すると、デ
ータベースへのデータの書き込みに高速 DB2 ローダー技術が使用されます。 ロー
ドは、メインフレーム・コンピューターの DB2 データベースではサポートされて
いません。 「アップサート」を選択すると、データベースへの書き込みに挿入と更
新 SQL ステートメントが使用されます。

書き込みモード
次の中から選択します。
v 「追加」。これがデフォルトです。 既存の表に新しいレコードが付加されます。
v 「作成」。新規表を作成する場合、このオプションを選択します。 IBM DB2 表
が既に存在している場合、エラーが発生し、ジョブが終了します。 IBM DB2 表
が存在しない場合は、このモードを指定する必要があります。
v 「置換」。既存の表がドロップされてから、そこにまったく新しい表が作成され
ます。IBM DB2 では、新規表にデフォルトのパーティション方式を使用しま
す。
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主キーを持つ表の作成または置換はできないことに注意してください。 メタデー
タで主キーを指定することはできません。
v 「切り捨て」。既存のレコードはすべて廃棄されますが、既存の表属性 (スキー
マを含む) と IBM DB2 パーティション・キーが保持されます。 その後、新しい
レコードが表に付加されます。

「接続」カテゴリー
「接続」カテゴリーで、データベース接続に適したプロパティーを設定することが
できます。

デフォルト・サーバーを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、DB2/UDB Enterprise ス
テージは DB2INSTANCE 環境変数の設定に基づいてサーバーを派生させます。 こ
れを「偽」に設定する場合、「サーバー設定」プロパティーの値を指定する必要が
あります。

デフォルト・データベースを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、ステージは環境変数
APT_DBNAME が定義されている場合はその設定に基づいて、定義されていない場
合は DB2DBDFT の設定に基づいてデータベースを使用します。 このプロパティー
を「偽」に設定する場合、「データベースのオーバーライド」プロパティーに値を
指定する必要があります。

サーバー
オプションで、表の IBM DB2 インスタンス名を指定します。 このプロパティーは
「デフォルト・サーバーを使用」プロパティーを「偽」に設定している場合に表示
されます。

データベース
オプションで、アクセスする IBM DB2 データベースの名前を指定します。 このプ
ロパティーは「デフォルト・データベースを使用」プロパティーを「偽」に設定し
ている場合に表示されます。

クライアント・インスタンス名
このプロパティーは、リモート IBM DB2 サーバーに接続する場合にのみ必要で
す。 ここで指定された IBM DB2 クライアントを介して、接続を行います (「 リ
モート接続」セクションを参照)。
注: 「IBM DB2 データベースへのアクセス」で説明するように、接続について詳し
くは、通常は環境変数により指定されます。 リモート接続を指定している場合、ク
ライアント・インスタンス名を埋めるときに、ユーザー・フィールドとパスワー
ド・フィールドが現れ、リモート・サーバーへの接続のためのユーザー名とパスワ
ードを指定できます。
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「オプション」カテゴリー
「オプション」カテゴリーで、作成しているジョブに追加プロパティーを設定する
ことができます。

配列サイズ
「書き込み方法」が「削除」および「アップサート」の場合だけに利用可能です。
「アップサート」に対しては省略可能です。 挿入/削除ホスト配列のサイズを指定し
ます。 デフォルトは 2000 ですが、各挿入/削除ステートメントを個々に実行したい
場合には 1 を入力します。

リジェクトへ出力
これは、「書き込み方式」が「アップサート」の場合に表示されます。 挿入に失敗
した行の処理用法を指定します。失敗した行をリジェクト・リンクに送信する場合
は「真」を、行をドロップする場合は「偽」を選択します。 各リジェクト行には、
状態フィールドが追加されます。このフィールドには、レコードがリジェクトされ
た理由を示す 5 文字の SQL コードが含まれています。

行コミット間隔
これは、「書き込み方式」が「アップサート」、「行の削除」、「書き込み」の場
合に使用可能です。新しいトランザクションを開始する前にコミットするレコード
数を指定します。 指定する数は、配列サイズの倍数でなければなりません。 「ア
ップサート」および「行の削除」の場合、デフォルトは配列サイズ (デフォルトで
2000 に指定されています) です。 「書き込み」の場合、デフォルトは 2000 で
す。
「行コミット間隔」の値を小さく設定する場合、IBM DB2 はコミットを頻繁に実行
します。そのため、プログラムが予期せず終了した場合でも、データ・セットには
まだ部分的な結果が含まれているので、ユーザーはそれを使用することができま
す。 しかし、コミットの頻度が多いことで、パフォーマンスの低下を招く場合があ
ります。「行コミット間隔」に大きい値を指定すると、IBM DB2 はそれに応じて大
量のロールバック情報をログに書き込む必要が生じます。 この場合も、アプリケー
ションの実行速度を遅くする可能性があります。

タイム・コミット間隔
これは、「書き込み方式」が「アップサート」、「行の削除」の場合に使用可能で
す。入力配列のコミットと新規トランザクション開始の間隔に対して InfoSphere
DataStage が許可する秒数を指定します。 デフォルト時間間隔は 2 秒です。

「表にない列を自動的にドロップ」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。「真」に設定すると、
既存の IBM DB2 表内の列に対応しないすべての入力列がエラー報告なしでドロッ
プされます。それ以外の場合は、ステージがエラーを報告し、ジョブを終了しま
す。
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列名を切り捨て
このオプションを選択すると、列名が 18 文字に切り捨てられます。 18 文字以外
に指定したい場合は、「切り捨て長の指定」従属プロパティーを使用して次のよう
にします。
v 「切り捨て長の指定」
デフォルトで 18 に設定されています。 他の切り捨て長を指定する場合は、この
値を変更してください。

クローズ・コマンド
これはオプションのプロパティーです。ステージが IBM DB2 表の処理を完了した
あとに IBM DB2 データベースによって構文解析され、全処理ノードに対して実行
されるコマンドを、このプロパティーに指定します。 必要であればジョブ・パラメ
ーターを指定できます。

「デフォルト・ストリング長」
これはオプションのプロパティーで、デフォルトで 32 に設定されています。 IBM
DB2 表に書き込まれる可変長ストリングの、デフォルトのストリングの長さを設定
します。 設定した長さを超える可変長ストリングは、エラーになります。
設定できる最大の長さは 4000 バイトです。 ステージは、常に、指定されたバイト
数を可変長ストリングに割り振ることに注意してください。 つまり、値を 4000 に
設定すると、すべてのストリングに対して 4000 バイトが割り振られます。 そのた
め、予測される最大のストリング長を設定し、必要以上に大きい値を割り振らない
ようにしてください。

オープン・コマンド
これはオプションのプロパティーです。IBM DB2 表が開かれる前に IBM DB2 デ
ータベースにより構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドをこの
プロパティーで指定します。 必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

ASCII 区切りフォーマットを使用
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 このオプションを指定すると、デフォルトの ASCII 固定形式でなく
ASCII 区切り付き形式を使用してバイナリー・データをロードするように IBM
DB2 が設定されます。
このオプションは、データベースで可変長の列ごとに最大のストレージを割り振る
必要がなくなるため、可変長の列がある場合に便利です。 しかし数値列がすべて
IBM DB2 によって ASCII フォーマットに変換されるため、この操作を行うと
CPU に負荷が集中します。 詳しくは、IBM DB2 のリファレンス・マニュアルを参
照してください。
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失敗時にクリーンアップ
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 このオプションを指定すると、ステージの実行中に、ロードされてい
る表スペースがアクセス不能状態のままになる障害に対処します。
クリーンアップ手順では、データを表に挿入することも、データを表から削除する
こともありません。 IBM DB2 コマンド・レベルのインタープリターを使用する
か、または引き続いてこのステージの「置き換え」または「書き込みを切り捨て」
モードを使用することで、エラーの発生した実行で挿入された行を削除する必要が
あります。

メッセージ・ファイル
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 IBM DB2 ローダーが診断メッセージを書き込むファイルを指定しま
す。 データベース・インスタンスは、ファイルに対する読み取り/書き込み権限を持
っている必要があります。

DB オプション
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定し、「書き込みモー
ド」を「作成」または「置換」に設定している場合にのみ表示されます。 IBM DB2
が表を作成する際に使用されるオプションの表スペースまたはパーティション・キ
ーを指定します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage はデフォルトの表スペース内のすべての処理
ノード上に表を作成し、その表内の最初の列 (入力データ・セット内の最初のフィ
ールドに対応する) をパーティション・キーとして使用します。
引数を、次の形式で中括弧 ({}) で囲んだストリングとして指定します。
{tablespace=t_space,[key=col0,...]}

リカバリー不能トランザクション
このオプションは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表示
されます。デフォルトでは「偽」に設定されています。 「真」に設定すると、ロー
ド・トランザクションはリカバリー不能としてマークされます。 以降のロールフォ
ワード・アクションでトランザクションをリカバリーすることができなくなりま
す。 ロールフォワード・ユーティリティーは、そのトランザクションをスキップ
し、データがロードされた表を「無効」としてマークします。 このユーティリティ
ーは、表に対する以降のトランザクションも無視します。 ロールフォワードの完了
後は、表のドロップのみが可能になります。 表スペースはロード処理の後にバック
アップ・ペンディング状態になりません。また、ロードされたデータのコピーはロ
ード処理中に作成されません。

埋め込み文字
これは、「書き込み方式」を「アップサート」または「行の削除」に設定している
場合に表示されます。 データベースの DB2 char 列より短い長さのストリングが含
まれている場合、WHERE 節の作成で使われる埋め込み文字を指定します。デフォ
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ルトでは NULL に指定されています。 (「埋め込み文字プロパティーの使用」とい
うタイトルのセクションを参照)

例外表
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 表のロード制約に違反する行を挿入する表の名前を指定することがで
きます。 表は、IBM DB2 データベース内で作成されている必要があります。 例外
表は、「書き込みモード」が「作成」または「置換」に設定されている場合には使
用できません。

統計
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 ロードの完了時にどの統計が生成されるかを指定できます。ロード・
プロセスの一部として、IBM DB2 は表の最適化に必要な統計を収集します。 この
オプションは「書き込みモード」が「切り捨て」の場合のみ有効で、その他の場合
は無視されます。

ノードごとのプロセス数
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 ノードごとに開始するプロセスの数を指定することができます。 0
に設定すると、ステージは独自のアルゴリズムを使用し、実行時に使用可能な CPU
の数に基づいて最適な数を決定します。ただし、この場合、その他のジョブのワー
クロードは考慮されません。 デフォルトでは 1 に設定されており、次の従属プロ
パティーがあります。
v 「任意のロード順序」
「ノードごとのプロセス数」が 1 よりも大きな値に設定されている場合に表示さ
れます。これを「真」に設定すると、各ノードのロードを任意にできるようにな
ります。これによって、潜在的パフォーマンスが向上します。

「接続」カテゴリー
「入力」リンクの「接続」カテゴリーで、データベース接続に適したプロパティー
を設定することができます。

デフォルト・データベースを使用
デフォルトでは「真」に設定されています。この場合、デフォルトの IBM DB2 サ
ブシステムがこのステージで使用されます。 このプロパティーを「偽」に設定する
場合、「データベースのオーバーライド」プロパティーに値を指定する必要があり
ます。

データベース
オプションで、アクセスする IBM DB2 データベースの名前を指定します。 このプ
ロパティーは「デフォルト・データベースを使用」プロパティーを「偽」に設定し
ている場合に表示されます。
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MVS データ・セットのカテゴリー
このカテゴリーで、MVS データ・セットに適したプロパティーを指定することがで
きます。

廃棄 DSN
リジェクトされたレコードを格納する MVS データ・セットの名前を指定します。
次のサブプロパティーが設定されています。
v 「廃棄デバイス・タイプ」
指定した廃棄データ・セットに使用するデバイス・タイプです。
v 「廃棄スペース」
廃棄データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定しま
す。
v 「ノード毎の最大廃棄数」
データ・セットに保持する 1 ノードあたりの最大廃棄行数を指定する整数です。

エラー DSN
エラーのため、IBM DB2 にロードできなかった行を格納する MVS データ・セッ
トの名前です。 次のサブプロパティーが設定されています。
v 「エラー・デバイス・タイプ」
指定したエラー・データ・セットに使用するデバイス・タイプです。
v 「エラー・スペース」
エラー・データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定し
ます。

マップ DSN
エラーの原因となった入力レコードに識別子をマッピングするために、MVS デー
タ・セットの名前を指定します。このプロパティーには、次のサブプロパティーが
あります。
v 「マップ・デバイス・タイプ」
指定したマップ・データ・セットに使用するデバイスのタイプです。
v 「マップ・スペース」
マップ・データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定し
ます。

ワーク 1 DSN
入力をソートする MVS データ・セットの名前を指定します。 このプロパティーに
は、次のサブプロパティーがあります。
v 「ワーク 1 デバイス・タイプ」
指定したワーク 1 データ・セットに使用するデバイスのタイプです。
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v 「ワーク 1 スペース」
ワーク 1 データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定
します。

ワーク 2 DSN
出力をソートする MVS データ・セットの名前を指定します。 このプロパティーに
は、次のサブプロパティーがあります。
v 「ワーク 2 デバイス・タイプ」
指定したワーク 2 データ・セットに使用するデバイスのタイプです。
v 「ワーク 2 スペース」
ワーク 2 データ・セットの 1 次割り振りスペースです。シリンダー単位で指定
します。

「オプション」カテゴリー
このカテゴリーで、書き込み処理に関する追加のプロパティーを指定できます。

制約を強制
このプロパティーは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ
使用可能です。 「真」に設定すると、ロード中にエラーが検出された時点でエラー
となっている行を削除し、その行を特定するメッセージが発行されます。これに
は、次が必要となります。
v 参照制約が存在すること。
v 入力が格納されていること
v マップ DSN データ・セットが MVS データ・セット・カテゴリーで指定されて
いること。

ディクショナリーを保持
このプロパティーは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ
使用可能です。 「真」に設定すると、ロード中に新しい圧縮ディクショナリーを作
成しないようにします。 このプロパティーは、関連する表スペースに COMPRESS
YES 属性がない場合には無視されます。

プレフォーマット
このプロパティーは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ
使用可能です。 「真」に設定すると、表スペースとその索引スペース内の残りのペ
ージにプレフォーマットが実行されます。

「表にない列を自動的にドロップ」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。「真」に設定すると、
既存の IBM DB2 表内の列に対応しないすべての入力列がエラー報告なしでドロッ
プされます。それ以外の場合は、ステージがエラーを報告し、ジョブを終了しま
す。
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列名を切り捨て
このオプションを選択すると、列名が 18 文字に切り捨てられます。 18 文字以外
に指定したい場合は、「切り捨て長の指定」従属プロパティーを使用して次のよう
にします。
v 「切り捨て長の指定」
デフォルトで 18 に設定されています。 他の切り捨て長を指定する場合は、この
値を変更してください。

詳細
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。 「真」に設定すると、IBM DB2 は、基本キーなどの違反によりレコ
ードがリジェクトされたときに InfoSphere DataStage が生成したすべてのメッセー
ジを記録します。

クローズ・コマンド
これはオプションのプロパティーです。ステージが IBM DB2 表の処理を完了した
あとに IBM DB2 データベースによって構文解析され、全処理ノードに対して実行
されるコマンドを、このプロパティーに指定します。 必要であればジョブ・パラメ
ーターを指定できます。

「デフォルト・ストリング長」
これはオプションのプロパティーで、デフォルトで 32 に設定されています。 IBM
DB2 表に書き込まれる可変長ストリングの、デフォルトのストリングの長さを設定
します。 設定した長さを超える可変長ストリングは、エラーになります。
設定できる最大の長さは 4000 バイトです。 ステージは、常に、指定されたバイト
数を可変長ストリングに割り振ることに注意してください。 つまり、値を 4000 に
設定すると、すべてのストリングに対して 4000 バイトが割り振られます。 そのた
め、予測される最大のストリング長を設定し、必要以上に大きい値を割り振らない
ようにしてください。

例外表
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 表のロード制約に違反する行を挿入する表の名前を指定することがで
きます。 表は、IBM DB2 データベース内で作成されている必要があります。 例外
表は、「書き込みモード」が「作成」または「置換」に設定されている場合には使
用できません。

ノードごとのプロセス数
このプロパティーは、「書き込み方式」を「ロード」に設定している場合にのみ表
示されます。 ノードごとに開始するプロセスの数を指定することができます。 0
に設定すると、ステージは独自のアルゴリズムを使用し、実行時に使用可能な CPU
の数に基づいて最適な数を決定します。ただし、この場合、その他のジョブのワー
クロードは考慮されません。 デフォルトでは 1 に設定されており、このプロパテ
ィーには次の従属プロパティーがあります。
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v 「任意のロード順序」
「ノードごとのプロセス数」が 1 よりも大きな値に設定されている場合に表示さ
れます。これを「真」に設定すると、各ノードのロードを任意にできるようにな
ります。これによって、潜在的パフォーマンスが向上します。

オープン・コマンド
これはオプションのプロパティーです。IBM DB2 表が開かれる前に IBM DB2 デ
ータベースにより構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドをこの
プロパティーで指定します。 必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

推定行数
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。 データベースにロードする (ノード全体での) 推定行数を指定しま
す。 すべての行を格納するのに必要な 1 次割り振りスペースをロードが開始され
る前に概算します。

ソート・デバイス・タイプ
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。 DFSORT が使用する動的に割り振られたデータ・セットのデバイ
ス・タイプを指定します。

ソート・キー
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。 キーに応じて事前に行をソートするように設定します。値はソートす
る索引キーの推定数です。 このプロパティーは、表スペースに索引がない場合、索
引が 1 つだけの場合、またはデータが索引キーに基づいて既にソートされている場
合は使用しないでください。

WHEN 節
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定されている場合にのみ使
用可能です。 ロード・スクリプトの WHEN 節を指定します。

CREATE ステートメント
このオプションは、「書き込み方式」を「ロード」に設定し、「書き込みモード」
を「作成」または「置換」に設定している場合にのみ利用可能です。 SQL ステー
トメントを指定して、表を作成します。

DB オプション
このオプションは、「書き込み方式」を「ロード」に設定し、「書き込みモード」
を「作成」または「置換」に設定している場合にのみ表示されます。 IBM DB2 が
表を作成する際に使用されるオプションの表スペースまたはパーティション・キー
を指定します。
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デフォルトでは、InfoSphere DataStage はデフォルトの表スペース内のすべての処理
ノード上に表を作成し、その表内の最初の列 (入力データ・セット内の最初のフィ
ールドに対応する) をパーティション・キーとして使用します。
引数を、次の形式で中括弧 ({}) で囲んだストリングとして指定します。
{tablespace=t_space,[key=col0,...]}

データ・セットの再利用
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」に設定され、「書き込みモー
ド」が「置き換え」に設定されている場合にだけ表示されます。 「真」の場合、
IBM DB2 は、IBM DB2 の管理対象データ・セットを、再配置せずに再利用しま
す。

統計
「書き込み方式」が「ロード」に設定され、「書き込みモード」が「切り捨て」に
設定されている場合にだけ表示されます。 ロード完了時に生成する統計情報を指定
します。 ロード処理の一環として、IBM DB2 は表アクセスの最適化に必要な統計
情報を収集します。 あるいは、RUNSTAT ユーティリティーを使用します。

配列サイズ
このオプションは、「書き込み方法」が「削除」および「アップサート」の場合の
みに利用可能です。「アップサート」に対しては省略可能です。 挿入/削除ホスト配
列のサイズを指定します。 デフォルトは 2000 ですが、各挿入/削除ステートメント
を個々に実行したい場合には 1 を入力します。

埋め込み文字
このオプションは、「書き込み方式」が「アップサート」または「行の削除」の場
合に表示されます。 データベースの DB2 char 列より短い長さのストリングが含ま
れている場合、WHERE 節の作成で使われる埋め込み文字を指定します。デフォル
トでは NULL に指定されています。 (「埋め込み文字プロパティーの使用」という
タイトルのセクションを参照。)

行コミット間隔
このオプションは、「書き込み方式」が「アップサート」、「行の削除」、「書き
込み」の場合に使用可能です。 新規のトランザクションを開始する前にコミットさ
れる必要のあるレコードの数を指定します。 指定する数は、配列サイズの倍数でな
ければなりません。 「アップサート」および「行の削除」の場合、デフォルトは配
列サイズ (デフォルトで 2000 に指定されています) です。 「書き込み」の場合、
デフォルトは 2000 です。
「行コミット間隔」の値を小さく設定する場合、IBM DB2 はコミットを頻繁に実行
します。そのため、プログラムが予期せず終了した場合でも、データ・セットには
まだ部分的な結果が含まれているので、ユーザーはそれを使用することができま
す。 しかし、コミットの頻度が多いことで、パフォーマンスの低下を招く場合があ
ります。「行コミット間隔」に大きい値を指定すると、IBM DB2 はそれに応じて大
量のロールバック情報をログに書き込む必要が生じます。 この場合も、アプリケー
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ションの実行速度を遅くする可能性があります。

タイム・コミット間隔
このオプションは、「書き込み方法」が「アップサート」および「削除」の場合に
利用可能です。 入力配列のコミットと新規トランザクション開始の間隔に対して
InfoSphere DataStage が許可する秒数を指定します。 デフォルト時間間隔は 2 秒で
す。

リジェクトへ出力
これは、「書き込み方式」が「アップサート」の場合に表示されます。 挿入に失敗
した行の処理用法を指定します。失敗した行をリジェクト・リンクに送信する場合
は「真」を、行をドロップする場合は「偽」を選択します。 各リジェクト行には、
状態フィールドが追加されます。このフィールドには、レコードがリジェクトされ
た理由を示す 5 文字の SQL コードが含まれています。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データを IBM DB2 データベースに書き込む前
にパーティション化またはコレクティングする方法の詳細を指定します。 また、デ
ータが書き込まれる前にソートされるように指定することもできます。
デフォルトではステージのパーティションは DB2 モードで実行されます。 この場
合、選択された IBM DB2 データベースのパーティション方式 (または「IBM DB2
データベースへのアクセス」で説明する環境変数で指定されるパーティション方式)
が使われます。
DB2/UDB Enterprise ステージが順次モードで動作している場合、ファイルにデータ
が書き込まれる前に、最初にデフォルトの自動コレクション方式を使用してデータ
が収集されます。
「パーティション」タブを使用すると、このデフォルトの動作をオーバーライドで
きます。正確には、このタブの処理は以下によって決まります。
v DB2/UDB Enterprise ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行さ
れるのか。
v ジョブの先行ステージがパラレル・モードで実行するよう設定されているか、あ
るいは順次モードで実行するよう設定されているか。
DB2/UDB Enterprise ステージがパラレル・モードで実行されるように設定されてい
る場合、「パーティション・タイプ」リストからパーティション方式を選択して設
定できます。 この設定は現在のパーティション化よりも優先されます。
DB2/UDB Enterprise ステージが順次モードで実行されるように設定され、なおかつ
直前のステージがパラレル・モードで実行される場合には、「コレクター・タイ
プ」リストからコレクション方式を設定できます。この設定はデフォルトのコレク
ション方式 (自動) をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「全体」。データの書き込み先となる各ファイルは、データ・セット全体を受け
入れます。
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v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可)
の値に基づいて、パーティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジ
ュラス関数を使用してパーティション化されます。これは、タグ列のパーティシ
ョンでよく使用されます。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパー
ティション化されます。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベー
スでパーティション化されます。
v 「同一」。元のパーティションをそのまま維持します。
v 「DB2」: 指定した IBM DB2 表の IBM DB2 パーティション方式が複製されま
す。 DB2/UDB Enterprise ステージの場合、これがデフォルトの方式です。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ
等しいサイズのパーティションに分割します。多くの場合、範囲パーティション
は、データ・セット全体のソートを実行するための前処理ステップです。追加の
プロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックす
ると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。DB2/UDB Enterprise ステージの場合、これがデフォルトのコレクシ
ョン方式です。 通常、「自動」モードでは、InfoSphere DataStage はいずれかの
入力パーティションのいずれかの行が読み取れるようになる都度、読み取りま
す。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2
番目のパーティションからすべてのレコードを読み取り、以降のパーティション
も同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。まず最初の入力パーティションから 1 つのレコードを読み
取り、次に 2 番目のパーティションから 1 つのレコードを読み取り、以降のパ
ーティションも同様に処理します。 最後のパーティションまで到達したら、オペ
レーターはまた最初からやり直します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取
ります。この方式を使用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティ
ング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書
き込む前にソートするように指定できます。ソートは、常にデータ・パーティショ
ン内で実行されます。ステージで入力データのパーティション化が行われる場合
は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータを収集する場合
は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートを使用できるかどうかは、
選択したパーティション方式またはコレクション方式に依存します。 デフォルトの
「自動」方式では、ソートは利用できません。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これ
を選択します。「利用可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
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v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを
選択します。これはデフォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1
レコードのみを保持するよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソ
ートも設定している場合、最初のレコードが保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照
合規則を指定するロケールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートする
か、NULL 列が各列の先頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パー
ティション方式を使用する場合には、その列をソートのキーとして使用するのか、
パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも指定でき
ます。「選択済み」リストで列を選択して右クリックし、ショートカット・メニュ
ーを表示します。

「出力」ページ
「出力」ページでは、DB2/UDB Enterprise ステージが IBM DB2 データベースから
データを読み取る方法の詳細を指定できます。 このステージでは、1 つの出力リン
クのみが許可されます。または、参照出力リンクを設定できます。これは Lookup
ステージから IBM DB2 ルックアップ・テーブルを参照する際に使用されます。 リ
ジェクトされたレコードが送られるリジェクト・リンクも設定できます。これは入
力リンクと組み合わせて使用されます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。「プロパティ
ー」タブでは、リンクの詳細な動作を指定できます。 「列」タブでは、データの列
定義を指定できます。「詳細」 タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリン
グ設定を変更できます。
DB2/UDB Enterprise ステージのプロパティーの詳細について、以降のセクションで
説明します。 その他のタブの概要については、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド を参照してください。

出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、出力リンクのプロパティーを指定できます。 こ
のプロパティーによって、入力データが読み取られる表と、読み取りの方法が指定
されます。 指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフ
ォルト設定があります。 デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルト
では赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
「SQL のビルド」ボタンを使用すると SQL ビルダーがすぐに開くので、SQL 照会
を作成してデータを読み取るのに便利です。 SQL ビルダーの使用に関する説明
は、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイ
ド」の SQL ビルダーのトピックを参照してください。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンス・リストを示しま
す。表の後に、各プロパティーの詳細を説明します。
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表 20. 出力リンクのプロパティーと値
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

「ソース」/「ル
ックアップ・タ
イプ」

「通常」/
スパース

「通常」

N/A
はい (出力が
Lookup ステージ
に接続された参
照リンクの場合)

「ソース」/「読
み取り方式」

「表」/
「自動生成
SQL」/「ユーザ
ー定義 SQL」

表

はい

N/A

「ソース」/
「表」

string

N/A

はい (「読み取
り方式」 =
「表」の場合)

N/A

「ソース」/
「WHERE 節」

string

N/A

いいえ

表

「ソース」/「選
択リスト」

string

N/A

いいえ

表

ソース/照会

string

N/A

N/A
はい (「読み取
り方式」 = 「照
会」の場合)

「ソース」/「パ
ーティション
表」

string

N/A

いいえ

照会

接続/デフォル
ト・データベー
スを使用

「真」/「偽」

真

はい

N/A

接続/デフォル
ト・サーバーを
使用

「真」/「偽」

真

はい

N/A

接続/サーバー

string

N/A

はい (「データ
N/A
ベース環境変数
の使用」=「偽」
の場合)

接続/データベー
ス

string

N/A

はい (「デフォ
ルト・サーバー
を使用」 =
「偽」の場合)

N/A

接続/クライアン
ト・インスタン
ス名

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「クローズ・コ
マンド」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「オープン・コ
マンド」

string

N/A

いいえ

N/A
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「ソース」カテゴリー
「ソース」カテゴリーでは、データの読み取り元となるデータベースのプロパティ
ーを指定することができます。

ルックアップ・タイプ
DB2/UDB Enterprise ステージが参照リンク経由で Lookup ステージに接続される場
合、このプロパティーで、ステージがメモリー内ルックアップのデータを提供する
か (「ルックアップ・タイプ」=「ノーマル」)、またはルックアップがデータベース
に直接アクセスするか (「ルックアップ・タイプ」=「スパース」) を指定します。
「ルックアップ・タイプ」が「ノーマル」の場合、Lookup ステージには複数の参照
リンクを設定できます。 「ルックアップ・タイプ」が「スパース」の場合、Lookup
ステージには 1 つの参照リンクしか設定できません。

読み取り方式
このプロパティーは、IBM DB2 データベースの読み取り時に表または照会のどちら
を指定するか、および照会の生成方法を指定します。
v 「表」プロパティーを使用して読み取りを指定 (デフォルト設定) するには、
「表」メソッドを指定します。読み取りは、パラレル・モードで行われます。
v ユーザーが定義した列と「表」プロパティーに指定した表に基づいて InfoSphere
DataStage で自動的に SQL 照会を生成する場合は「自動生成 SQL」を選択しま
す。
v ユーザー独自の照会を定義する場合は「ユーザー定義 SQL」を選択します。
v 「SQL ビルダー生成 SQL」を選択して SQL ビルダーを開き、便利なインターフ
ェースを使用して照会を定義します。(SQL ビルダーに関する説明は、「IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参
照してください。
デフォルトでは、「SQL ビルダー生成 SQL」、「自動生成 SQL」、および「ユー
ザー定義 SQL」の「読み取り方式」が単一ノード上で順次作動します。パーティシ
ョン表プロパティーを指定している場合、ユーザー定義 SQL リードをパラレルに
動作させることができます。

照会
このプロパティーは、「ユーザー定義照会」または「自動生成 SQL」の読み取り方
式を選択した場合に SQL 照会を含めるために使用します。 「自動生成 SQL」を使
用する場合は、表を選択して、列定義を指定する必要があります。 SQL ステート
メントには、結合、ビュー、データベース・リンク、同義語などを含めることがで
きます。 以下の従属オプションがあります。
v パーティション表
名前付き表から取得されたパーティションを含む処理ノードに対する、照会のパ
ラレル実行を指定します。 これを指定しなければ、ステージは単一のノードに対
して照会を順次実行します。
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表
IBM DB2 表の名前を指定します。 表が存在しており、その表に対する SELECT
特権を持っている必要があります。 ユーザーの IBM DB2 ユーザー名が指定した表
のオーナー名に対応していない場合には、次の形式を使用して表名の前に表オーナ
ー名を付加できます。
表オーナー.表名

「読み取り方式」として「表」を使用している場合、「表」プロパティーには以下
の 2 つの従属プロパティーがあります。
v WHERE 節
SELECT ステートメントで WHERE 節を指定して、読み取り処理に含める、ま
たは読み取り処理から除外する表の行を指定することができます。 WHERE 節を
指定しなければ、すべての行が読み取られます。
v 選択リスト
列名の SQL 選択リストを指定することができます。

「接続」カテゴリー
このカテゴリーで、接続先のサーバーおよびデータベースに適したプロパティーを
設定することができます。

デフォルト・サーバーを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、ステージは
DB2INSTANCE 環境変数の設定に基づいてサーバーを使用します。 これを「偽」
に設定する場合、「サーバー設定」プロパティーの値を指定する必要があります。

デフォルト・データベースを使用
デフォルトで「真」に設定されます。「真」に設定すると、ステージは環境変数
APT_DBNAME が定義されている場合はその設定に基づいて、定義されていない場
合は DB2DBDFT の設定に基づいてデータベースを使用します。 このプロパティー
を「偽」に設定する場合、「データベースのオーバーライド」プロパティーに値を
指定する必要があります。

サーバー
オプションで、表の IBM DB2 インスタンス名を指定します。 このプロパティーは
「デフォルト・サーバーを使用」プロパティーを「偽」に設定している場合に表示
されます。

データベース
オプションで、アクセスする IBM DB2 データベースの名前を指定します。 このプ
ロパティーは「デフォルト・データベースを使用」プロパティーを「偽」に設定し
ている場合に表示されます。
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クライアント・インスタンス名
このプロパティーは、リモート IBM DB2 サーバーに接続する場合にのみ必要で
す。 ここで指定された IBM DB2 クライアントを介して、接続を行います (「 リ
モート接続」セクションを参照)。
注: 「IBM DB2 データベースへのアクセス」で説明するように、接続について詳し
くは、通常は環境変数により指定されます。リモート接続を指定している場合、ク
ライアント・インスタンス名を埋めるときに、ユーザー・フィールドとパスワー
ド・フィールドが現れ、リモート・サーバーへの接続のためのユーザー名とパスワ
ードを指定できます。

「オプション」カテゴリー
このカテゴリーで、SQL 照会のクローズおよびオープン、埋め込み文字を指定する
ことができます。

クローズ・コマンド
このプロパティーはオプションです。ステージが IBM DB2 表の処理を完了したあ
とに IBM DB2 データベースによって構文解析され、全処理ノードに対して実行さ
れるコマンドを、このプロパティーに指定します。 必要であればジョブ・パラメー
ターを指定できます。

オープン・コマンド
これはオプションのプロパティーです。IBM DB2 表が開かれる前に IBM DB2 デ
ータベースにより構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドをこの
プロパティーで指定します。 必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

埋め込み文字
これは、IBM DB2 表を参照用に使用している場合、つまり、「ルックアップ・タイ
プ」を「スパース」に設定している場合に表示されます。 データベースの DB2
char 列より短い長さのストリングが含まれている場合、WHERE 節の作成で使われ
る埋め込み文字を指定します。 デフォルトでは NULL に指定されています。
(「埋め込み文字プロパティーの使用」というタイトルのセクションを参照。)
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第 6 章 DB2 UDB Load ステージ
IBM DB2 UDB Load ステージを使用して、 IBM InfoSphere DataStage サーバーま
たはパラレル・ジョブから DB2 データベースにデータを書き込むことができま
す。
IBM InfoSphere DataStage を使用して DB2 データを書き込む際、一連の接続オプ
ションから選択できます。ほとんどの新規ジョブには、DB2 UDB Load ステージよ
りも優れた機能とパフォーマンスを提供する、DB2 Connector ステージを使用しま
す。
DB2 UDB Load ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する場合
は、コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用するた
めにジョブをマイグレーションします。

DB2 UDB Load ステージの機能
DB2 UDB Load ステージの機能には、データのロード方法としての順次ファイル方
式と名前付きパイプ方式のサポート、ロード・プロセスを制御するロード・パラメ
ーターのサポートなどがあります。
DB2 UDB Load ステージには次の機能があります。
v NLS (各国語サポート) のサポート。
v ストリーム入力リンクからのバルク・ロードによるターゲット表へのデータ行の
入力。
v データをロードする方法として順次ファイル方式と名前付きパイプ方式をサポー
ト。
v 挿入、置換、および再実行のロード・モードをサポート。
v ロード・プロセスを制御するロード・パラメーターのサポート。
v 64 ビット・ファイル・システムの 2 GB ファイル・サイズ制限を超えたデー
タ・ファイルのサポート。

IBM DB2 データベースの環境変数の設定
UNIX プラットフォームでステージが正しく動作するには、特定の環境変数を設定
する必要があります。

このタスクについて
次の環境変数をサーバー・マシンで設定します。
v DB2INSTANCE
v INSTHOME
v LD_LIBRARY_PATH
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環境変数 LD_LIBRARY_PATH の実際の名前は、プラットフォームによって異なり
ます。
v プラットフォームが AIX の場合、LIBPATH を使用します。
v プラットフォームが HP_UX の場合、SHLIB_PATH を使用します。
v プラットフォームが LINUX または Solaris の場合、LD_LIBRARY_PATH を使用
します。

ロード方式
IBM DB2 表にデータをロードするには、順次ファイル方式と名前付きパイプ方式の
2 つの方式があります。 どちらの方式でデータをロードするかは、「ロード方式」
プロパティーで指定します。

順次ファイル方式
順次ファイル方式を使用してデータをロードする場合、入力リンクからの行は、デ
ータ・ファイルと呼ばれる順次ファイルに、区切り文字で区切られているフォーマ
ットで書き込まれます。
「直ちにロード」プロパティーの値に従って、データ・ファイルを即時にロードす
るか、そうでなければロードを遅延します。 順次ファイルを使用するロードでは、
すべての行をこのデータ・ファイルに書き込まなければならないため、名前付きパ
イプを使用するロードよりも処理に時間がかかります。
v 直ちにロードする場合は、データ・ファイル (INPDATA.DAT) が作成されます。
このファイルには、ロードされるデータ行が入っています。
v 遅延ロードの場合は、次の 3 つのファイルが作成されます。
– INPDATA.DAT。 ロードされるデータ行が入っているデータ・ファイル。
– CMD.CLP。 Connect、Load、および Quit コマンドが入っているコマンド・フ
ァイル。 Load コマンドはプロパティー値から作成されます。
– ULOAD.BAT。 コマンド・ファイルを呼び出すバッチ・ファイル。 このカス
タム・バッチ・ファイルを実行することで、データ・ファイルがロードされま
す。
遅延ロードを使用する利点は、データ・ファイルとコマンド・ファイルを修正
したり、それらを別のマシンに移動したりできることです。

名前付きパイプ方式
名前付きパイプ方式を使用してデータをロードする場合、入力リンクからの行は、
データ・ロード用の名前付きパイプへ、データの終わりまで連続して入力されま
す。
入力リンクからの行を、パイプへの入力後、即時にロードする必要がある場合、こ
の方式を使用します。

ロードの再実行
ビルド・フェーズまたは削除フェーズで失敗したロードを再実行している際に考慮
すべき要件があります。「挿入」、「置換」、および「再実行」の値が「ロード・
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モード」プロパティーを参照しているのに対し、「ビルド」、「削除」、および
「ロード」の値は「再実行フェーズ」プロパティーを参照しています。

このタスクについて
ビルド・フェーズまたは削除フェーズで失敗したロードを再実行する際は、次の要
件を考慮してください。
v 再実行フェーズでは、前回中断したロードで指定したパラメーターと同じパラメ
ーターを使用してください。
v 「再実行」の場合、データ・ファイルまたは名前付きパイプから新しいデータが
再読み取りされることはありません。 「ビルド」再実行フェーズで索引を作成
し、すべての行を削除します。 これは、「削除」再実行フェーズにおいてユニー
ク・キー違反が発生する原因になります。 したがって、ビルド・フェーズまたは
削除フェーズでジョブの実行をする場合、「再実行」は使用しないでください。
(入力リンクから不要な行の読み取りが行われます。)
「挿入」または「置換」モードで失敗したロードを再実行する場合は、次のいずれ
かのオプションを使用します。
v コマンド・ファイルの修正。 「データとコマンド・ファイルのディレクトリー」
プロパティーで指定したディレクトリーにある uload.bat バッチ・ファイルを実
行します。 uload.bat ファイルによって、IBM DB2 LOAD コマンドを実行する
コマンド・ファイルが実行されます。
その後、cmd.clp コマンド・ファイル内の LOAD コマンドを INSERT (または
REPLACE) から RESTART に変更し、RESTARTCOUNT に B (ビルド) または
D (削除) を設定します。 InfoSphere DataStage での処理を伴わずにロードを再実
行するには、この方式を使用してください。
v プロパティー値の変更。 「ロード・モード」の値を「再実行」に変更し、「再実
行フェーズ」の値を「ロード」、「ビルド」、または「削除」にします。
それ以外のプロパティー値は、前回中断したロードで指定した値とすべて同じま
まにしてください。 このオプションを使用すると、前回のステージからすべての
行を読み取るまで待機しなければなりません。 これには時間がかかるため、
LOAD コマンド構文がよく分からない場合のみ、こちらの方式を使用するように
してください。

IBM DB2 データベースのロード
適切なロード方式を使用した IBM DB2 データベースのロード

このタスクについて
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を使用して、以下の手順を実行し
ます。

手順
1. DB2 UDB Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. DB2 UDB Load ステージをデータ・ソースにリンクします。
3. 「列」タブを使用して、列定義を指定します。
第 6 章 DB2 UDB Load ステージ
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4. 「ロード方式」の説明に従い、適切なロード方式を判別します。
5. 「ステージ」タブに、適切なプロパティー値を追加します。
6. ジョブをコンパイルします。
7. ジョブが正しくコンパイルされた場合は、次のいずれかを選択できます。
v ジョブを Designer Client から実行します。
v InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター を使用して、ジョブを実
行するか、またはジョブをスケジュールします。
8. ジョブが正しくコンパイルされなかった場合は、エラーを修正して、リコンパイ
ルします。

DB2 UDB Load ステージ - 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、ロード処理の詳細を指定します。
「プロパティー」タブには次のプロパティーが含まれます。
表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

データベース名

ストリン
グ

なし

ロードする表を格納しているデータベースの名前。
このデータベース別名は、クライアント構成セット
アップで指定します。

ユーザー名

ストリン
グ

なし

指定データベースへのログインに使用するユーザー
名

パスワード

ストリン
グ

なし

指定したユーザーのパスワード

表名

ストリン
グ

なし

データをロードする表の名前。スキーマ名が「ユー
ザー名」に指定した値と異なる場合は、表名にスキ
ーマ名を接頭部として追加しなければなりません。

ロード方式

ストリン
グ・リス
ト

名前付きパイプ

ターゲット表へのデータのロードに使用する「名前
付きパイプ」または「順次ファイル」方式。(「名前
付きパイプ」または「順次ファイル」)
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

直ちにロード

ストリン
グ・リス
ト

はい

データを直ちにロードするか、またはデータを後で
ロードするためにデータ・ファイルとバッチ・ファ
イルを作成するかを指定します。次のいずれかのロ
ード方式を指定します。
「名前付きパイプ・ロード方式」。即時ロードをサ
ポートします。
「ファイル・ロード方式」。即時ロードと遅延ロー
ドをサポートします。遅延ロードの場合は、デー
タ、コマンド、バッチの各ファイルが作成されま
す。バッチ・ファイルを実行することで、後でデー
タ・ファイルがロードされます。
「はい」に設定した場合は、直ちにロードされま
す。「いいえ」に設定した場合は、ロードは遅延さ
れます。
このプロパティーは、「ロード方式」に「順次ファ
イル」が設定されている場合のみ有効です。(「は
い」または「いいえ」)

クライアントからロード

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

リモート接続クライアントからのデータ・ロードの
可否を示します。 次の値のうちのいずれかを使
用。
「いいえ」 - リモート・クライアントからロードす
ることはできません。
「はい」 - リモート・クライアントからロードでき
ます。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン
7.1 以上で使用可能です。
(「いいえ」または「はい」)

データとコマンド・ファイルの
ディレクトリー

ストリン
グ

なし

データ・ファイル (INPDATA.DAT)、コマンド・フ
ァイル (CMD.CLP)、およびバッチ・ファイル
(ULOAD.BAT) が生成されるディレクトリー。これ
らのファイルが既に存在する場合は上書きします。
順次ファイルによるロード (遅延ロード) を指定し
た場合は、3 つすべてのファイルが生成されます。
直ちにロードする場合、データのロード中にエラー
が発生するとコマンド・ファイル、バッチ・ファイ
ルが生成されます (「中間データ・ファイルを削
除」を「いいえ」に設定している場合は、データ・
ファイルも生成されます)。必要な場合はこれらのフ
ァイルを修正し、それらを使用してロードを再実行
できます。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

中間データ・ファイルを削除

ストリン
グ・リス
ト

はい

順次ファイルによるロード (即時ロード) を指定し
た場合、ロード後にデータ・ファイルを削除するか
どうかを指定します。「はい」に設定した場合、デ
ータ・ファイルは削除されます。「いいえ」に設定
した場合、データ・ファイルは保存されます。(「は
い」または「いいえ」)

データ・フォーマットのファイ
ル・タイプ

ストリン
グ・リス
ト

DEL

データのフォーマット。
「ASC」 - 区切り文字で区切られていない ASCII
フォーマット。
「DEL」 - 区切り文字で区切られている ASCII フ
ォーマット。
「IXF」 - (Integrated exchange format、PC バージ
ョン) 同じ、または別の IBM DB2 表からエクスポ
ートされる。
「CURSOR」 - VALUES ステートメントの
SELECT に対して宣言されたカーソル。
v ASC
v DEL
v IXF
v CURSOR

LOB パス

ストリン
グ

なし

ロードされる LOB 値を含んだデータ・ファイルの
パス。パスはコンマで区切ります。

ファイル・タイプ修飾子

ストリン
グ

lobsinfile
noheader

MODIFIED BY で使用する追加オプションを指定し
ます。オプションのリストと説明については、IBM
DB2 の資料を参照してください。

方式

ストリン
グ・リス
ト

D

データをどのように表の列にロードするかを指定
「L」 - データのロード元の開始列番号と終了列番
号を指定します。
「N」 - ロード対象のデータ・ファイルの列の名前
を指定します。
「P」 - ロードする入力データ・フィールドのフィ
ールド番号を指定します。
「D」 - デフォルトを指定します。
v L
v いいえ
v P
v D
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

開始列 - 終了列

ストリン
グ

なし

データのロード元の開始列番号と終了列番号。列番
号は、データの行の先頭からのバイト・オフセット
です。番号は 1 から始まります。このプロパティ
ーは、「方式」に「L」が設定されている場合のみ
有効です。

列名

ストリン
グ

なし

ロード対象のデータ・ファイルの列の名前。これら
の列名の文字のケース (大/小文字) は、システム・
カタログ内の対応する名前のケースと一致していな
ければなりません。このプロパティーは、「方式」
に「N」が設定されている場合のみ有効です。

列位置

ストリン
グ

なし

ロード対象の入力データ・ファイルのフィールド番
号 (1 から始まる)。このプロパティーは、「方式」
に「P」が設定されている場合のみ有効です。

NULL インジケーター

ストリン
グ

なし

各 NULL インジケーター・フィールドの列番号を
指定する、コンマで区切られた正整数のリスト。こ
のプロパティーは、「方式」に「L」が設定されて
いる場合のみ有効です。

行バッファー・サイズ

Long

4

入力リンクからの入力行のバッファー・サイズを指
定する KB 単位の数値。行はバッファーに入れら
れたあとで、順次ファイルまたは名前付きパイプに
ロードされます。

ロード・モード*

ストリン
グ・リス
ト

INSERT

ロードを実行するモードを指定します。次のいずれ
かのモードを指定します。
「挿入」。既存の表データを変更せずに、ロードし
たデータを追加します。
「置換」。すべての既存データを表から削除してか
らロードしたデータを挿入します。
「再実行」。前回中断したロードを再実行します。
「終了」。前回中断したロードを終了し、表が存在
する表スペースの状態をロード・ペンディングから
リカバリー・ペンディングに移行させます。
v INSERT
v 置換
v 再実行
v 終了

保存カウント*

Long

0

整合点の確立前にロードするレコード数。デフォル
ト値の 0 では、必要な場合を除いて整合点は確立
されません。

行カウント*

Long

0

ロードする物理レコードの数。ファイルの先頭から
n 行のみをロードできます。デフォルト値は 0
で、すべての行をロードします。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

再実行カウント*

Long

0

レコードのロードを開始する前にスキップするレコ
ード数。このプロパティーは、前回のロードが、い
くつかのレコードがデータベースへコミットされた
あとに失敗した場合に使用します。デフォルト値は
0 で、ロードを行 1 から開始します。

再実行フェーズ*

ストリン
グ・リス
ト

なし

ロード処理を再実行するフェーズ。ロードは、ロー
ド・フェーズ、ビルド・フェーズ、または削除フェ
ーズから再実行できます。挿入または置換ロード・
モードの場合、再実行フェーズ値に「ビルド」また
は「削除」は指定しないでください。
v ロード
v ビルド
v DELETE

警告カウント*

Long

0

警告の数がその数に達するとロードを停止しなけれ
ばならない警告の数。デフォルト値は 0 で、警告
の数に関わらずロード処理を続行します。

ローカル・メッセージ・ファイ
ル名*

ストリン
グ

なし

出力メッセージで使用するローカル・ファイル名の
パス名が入っているストリング。

一時ファイルのディレクトリー* ストリン
グ

なし

データベース・サーバーが一時ファイルに使用する
ファイル名のパス名が入っているストリング。一時
ファイルは、メッセージおよび整合点を保存し、フ
ェーズ情報を削除するために作成されます。各ロー
ドには、完全修飾された固有のリモート・ファイル
名が必要です。

挿入列

ストリン
グ

なし

データが挿入される表の列を指定します。

DATALINK SPECIFICATION

ストリン
グ

なし

DATALINK 列を指定します。各 DATALINK 列に
対して指定できる列仕様は 1 つのみで、列仕様は
括弧で囲みます。それぞれの列は、1 つ以上の
DL_LINKTYPE と接頭部および 1 つの
DL_URL_SUFFIX 仕様で構成されます。

例外表名*

ストリン
グ

なし

(オプション) ロード中にエラーがあった行をコピー
する例外表名。この表は、ロード時にデータベース
に存在しなければなりません。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

統計*

ストリン
グ・リス
ト

NoStatistics

表に対して収集される統計のタイプを示します。ロ
ード・モードが「挿入」または「再実行」の場合、
統計の収集はサポートされません。デフォルト値は
「NoStatistics」で、表の統計は収集されません。
v TableStats
v TableAndIndexesStats
v IndexStats
v TableAndDistributedStats
v TableAndDistributedStats
v AndBasicIndexes
v ExtendedStatsForIndexOnly
v ExtendedStatsForIndexes
v AndBasicTableStats
v AllStatistics
v NoStatistics

リカバリー不能*

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

ロード・トランザクションをリカバリー不能として
マークを付けるかどうかを指示します。マークを付
けると、あとでロールフォワード・アクションを行
ってもリカバリーできません。デフォルト値の「い
いえ」では、ロード・トランザクションはリカバリ
ー可能です。(「はい」/「いいえ」)

WITHOUT PROMPTING

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

データ・ファイルのリストにロード対象のすべての
ファイルが含まれていることと、リストされている
デバイスまたはディレクトリーでロード処理全体に
十分対応できることを指定します。
「はい」 - データ・ファイルのリストとリストされ
ているデバイスまたはディレクトリーでロード処理
全体に十分対応できることを示します。継続入力フ
ァイルが見つからないと、ロードは失敗して、表は
ロード・ペンディング状態のままになります。
「いいえ」 - オプションが指定されていないことを
示します。磁気テープ装置がコピー・イメージのテ
ープの終わりを検出した場合、またはリストの最後
の項目が磁気テープ装置だった場合は、ユーザーに
そのデバイスの新規テープを要求するプロンプトが
出されます。
(「はい」/「いいえ」)

データ・バッファー・サイズ*

Long

0

ロード・ユーティリティー内でデータ転送のバッフ
ァー・スペースとして使用する 4 KB ページのペ
ージ数を示す数値。デフォルト値は 0 で、ロー
ド・ユーティリティーが実行時に最適値を計算しま
す。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ソート・バッファー・サイズ*

Long

0

ロード処理で、索引キーのソートに使用する 4 KB
のメモリー・ページ数。ソート・バッファー・サイ
ズは、ソート・パフォーマンスに大きく影響しま
す。したがって、非常に大規模な表 (例えば、100
MB を超過する表など) の場合、このバッファーは
できるだけ大きく設定してください。デフォルト値
は 0 で、ロード・ユーティリティーが実行時に値
を計算します。

作業ディレクトリー*

ストリン
グ

なし

索引キーのソートに使用するオプションの作業ディ
レクトリー。値が指定されない場合、データベー
ス・サーバーのインストール・ディレクトリーにあ
る sqllib/tmp ディレクトリーが使用されます。

CPU 並列処理*

Long

0

表オブジェクトの作成時に、ロード・ユーティリテ
ィーがレコードの解析、変換、フォーマットのため
に作成しなければならないプロセスまたはスレッド
の数。デフォルト値は 0 で、ロード・ユーティリ
ティーが実行時に値を選択します。

ディスク並列処理*

Long

0

表スペース・コンテナーへデータを書き込むために
ロード・ユーティリティーが作成しなければならな
いプロセスまたはスレッドの数。デフォルト値は 0
で、ロード・ユーティリティーが表スペース・コン
テナーの数と表の特性に基づいて値を選択します。

索引モード

ストリン
グ・リス
ト

AUTOSELECT

ロード時に索引を再構築するか、インクリメンタル
にそれらを拡張するかを指定します。
v AUTOSELECT
v REBUILD
v INCREMENTAL
v DEFERRED

トレース・レベル

Long

0

ログに追加されるトレース情報のタイプを制御しま
す。次のトレース・レベルを 1 つ以上使用しま
す。
0 - トレースなし
1 - 重要なイベント
2 - パフォーマンス
4 - 関数
トレース・レベルは組み合わせることができます。
例えば、トレース・レベル 3 では、重要なイベン
トとパフォーマンスのメッセージがログに追加され
ます。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ロード・データをコピー

ストリン
グ・リス
ト

なし

サーバー・データベースにロードされたデータのコ
ピーを保存することを指示します。サーバー・デー
タベースが LOGRETAIN または USEREXIT で構
成されている場合に、このプロパティーを使用しま
す。次の値のうちのいずれかを使用。
「いいえ」 - コピーは作成されません。
「はい」 - コピーが作成されます。
「ADSM の使用」 - ADSTAR Distributed Storage
Manager (ADSM) を使用してコピーが作成されま
す。「ADSM の使用」は、フォワード・リカバリ
ーが構成されている IBM DB2 Server V6 で使用可
能です。
「TSM の使用」 - Tivoli® Storage Manager (TSM)
を使用して、コピーが作成されます。「TSM の使
用」は、フォワード・リカバリーが構成されている
IBM DB2 Server V7 で使用可能です。
コピー・オプションは、即時ロード・モードと遅延
ロード・モードの両方で使用できます。
v いいえ
v はい
v ADSM の使用
v TSM の使用

デバイス/ディレクトリー名へコ
ピー

ストリン
グ

なし

コピーが生成される場所のデバイス名またはパス
名。このプロパティーは、「ロード・データをコピ
ー」が「はい」の場合のみ有効です。

ロード・ライブラリー名をコピ
ー

ストリン
グ

なし

コピーの生成に使用されるベンダー製品の共有ライ
ブラリーの名前。このプロパティーは、「ロード・
データをコピー」が「はい」の場合のみ有効です。

許可するアクセス・モード

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

ターゲット表のロック・レベルを指定します。
「いいえ」 - ロード中、排他アクセスでターゲット
表をロックします。
「READ」 - ロード処理は、共有モードでターゲッ
ト表をロックします。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
(「いいえ」または「READ」)
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

読み取りアクセス許可用表スペ
ース

ストリン
グ

なし

ALLOW READ ACCESS でサポートされる修飾
子。索引をビルドし直す場合、指定された表スペー
スを使用して索引のシャドー・コピーを作成しま
す。索引のシャドー・コピーは、INDEX COPY
PHASE で、ロードの最後に元の表スペースへコピ
ーされます。システム TEMPORARY 表スペースの
みをこのオプションで指定できます。このオプショ
ンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用
できます。

CHECK PENDING CASCADE

ストリン
グ・リス
ト

DEFERRED

ロードされる表のチェック・ペンディング状態を即
時にすべての下層にカスケードするかどうかを指定
します。
「IMMEDIATE」 - 外部キー制約のチェック・ペ
ンディング状態が即時にすべての下層外部キー表に
拡張されることを示します。
「DEFERRED」 - ロードされる表だけがチェッ
ク・ペンディング状態になることを示します。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v IMMEDIATE
v DEFERRED

LOCK WITH FORCE

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

ロード処理は、競合するロックを保持する他のアプ
リケーションを強制的にオフにできます。
「いいえ」 - ロードは待機します。すなわち、他の
アプリケーションを強制的にオフにはしません。
「はい」 - ロード・ユーティリティーの処理を進行
するために、競合するロックを保持する他のアプリ
ケーションを強制的にオフにします。このオプショ
ンには、FORCE APPLICATIONS データベース・コ
マンドと同じ権限が必要です。
v いいえ
v はい
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

PARTITIONED DB CONFIG

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

パーティション表へのロードであることを示しま
す。
「いいえ」 - PARTITIONED DB CONFIG パラメ
ーターは LOAD コマンドの中にありません。
「はい」 - PARTITIONED DB CONFIG パラメー
ターが LOAD コマンドの中にあります。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v いいえ
v はい

HOSTNAME

ストリン
グ

なし

ファイル転送コマンドのホスト名。指定されない場
合は、「nohost」が使用されます。このオプション
は、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用で
きます。

FILE_TRANSFER_CMD

ストリン
グ

なし

データがいずれかのパーティションにロードされる
前に呼び出される、実行可能プログラム・ファイ
ル、バッチ・ファイル、またはスクリプトを指定し
ます。指定する値は、完全修飾パスでなければなり
ません。実行ファイル名が含まれる絶対パスで、
254 文字以下でなければなりません。追加情報は、
IBM DB2 の資料を参照してください。このオプシ
ョンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使
用できます。

PART_FILE_LOCATION

ストリン
グ

なし

パーティション・ファイルが入っている完全修飾の
ディレクトリー。追加情報は、IBM DB2 の資料を
参照してください。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

OUTPUT_DBPARTNUMS

ストリン
グ

なし

パーティション番号のリストを指定します。パーテ
ィション番号は、ロード処理が行われるデータベー
ス・パーティションを表します。パーティション番
号は、表が定義されているデータベース・パーティ
ションのサブセットでなければなりません。リスト
内の項目はコンマで区切られていなければなりませ
ん。範囲で指定することもできます。追加情報は、
IBM DB2 の資料を参照してください。このオプシ
ョンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使
用できます。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

PARTITIONING_
DBPARTNUMS

ストリン
グ

なし

パーティション処理で使用されるパーティション番
号のリスト。コンマを使用してリスト内の項目を区
切ります。範囲での指定も可能です。指定されなけ
れば、LOAD コマンドが、最適なパフォーマンスを
実現するために、必要なパーティションの数と使用
するパーティションを決定します。追加情報は、
IBM DB2 の資料を参照してください。このオプシ
ョンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使
用できます。

MODE

ストリン
グ・リス
ト

PARTITION_
AND_LOAD

パーティション・データベースのロード・モードを
指定します。追加情報は、IBM DB2 の資料を参照
してください。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。
v PARTITION_AND_LOAD
v PARTION_ONLY
v LOAD_ONLY
v LOAD_ONLY_ VERIFY_PART
v ANALYZE

MAX_NUM_ PART_AGENTS

Integer

25

ロード・セッションで使用されるパーティション・
エージェントの最大数。このオプションは、IBM
DB2 Server バージョン 8 でのみ使用できます。

ISOLATE_PART_ ERRORS

ストリン
グ・リス
ト

LOAD_ERRS_
ONLY

個々のパーティションで発生するエラーに対してロ
ード処理がどのように対応するかを指示します。追
加情報は、IBM DB2 の資料を参照してください。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v SETUP_ERRS_ONLY
v LOAD_ERRS_ONLY
v SETUP_AND_LOAD_ERRS
v NO_ ISOLATION

STATUS_ INTERVAL

Integer

100

進行状況メッセージを生成する前にロードするデー
タをメガバイト単位で指定します。有効な値は 1
から 4000 の範囲の整数です。このオプションは、
IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用できま
す。

PORT_RANGE

ストリン
グ

なし

内部通信のためのソケットの作成に使用する TCP
ポートの範囲を指定します。デフォルトの範囲は、
6000 から 6063 までです。このオプションは、
IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用できま
す。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

CHECK_ TRUNCATION

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

入出力時にデータ・レコードの切り捨てをチェック
するかどうかを指定します。
「はい」 - プログラムは入出力時にデータ・レコー
ドの切り捨てをチェックします。
「いいえ」 - プログラムは入出力時にデータ・レコ
ードの切り捨てをチェックしません。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。

MAP_FILE_INPUT

ストリン
グ

なし

入力パーティション・マップ・ファイルの名前。パ
ーティション・マップがカスタマイズされている場
合は、パーティション・マップ・ファイルを指定し
なければなりません。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

MAP_FILE_OUTPUT

ストリン
グ

なし

出力パーティション・マップ・ファイルの名前。
「MODE」を「ANALYZE」に設定している場合
は、パーティション・マップ・ファイルを指定しな
ければなりません。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

TRACE

Integer

0

データ変換プロセスのダンプとハッシュ値の出力の
見直しが必要な場合に、トレースするレコードの数
を指定します。このオプションは、IBM DB2
Server バージョン 8 でのみ使用できます。

NEWLINE

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

各レコードの改行文字を検査するかどうかを指定し
ます。このオプションは、入力データ・ファイルが
各レコードを改行文字で区切っている ASC ファイ
ルで、「ファイル・タイプ修飾子」が「RECLEN =
x」に設定されている場合に使用されます。
「はい」 - 各レコードに改行文字があるかどうかを
検査します。レコード長も検査されます。
「いいえ」 - レコードに改行文字があるかどうかは
検査しません。
このオプションは、IBM DB2 Server バージョン 8
でのみ使用できます。
v はい
v いいえ

DISTFILE

ストリン
グ

なし

パーティション配布ファイルの名前。このオプショ
ンは、IBM DB2 Server バージョン 8 でのみ使用
できます。
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表 21. DB2 UDB Load ステージ・プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

OMIT_HEADER

ストリン
グ・リス
ト

いいえ

パーティション・マップ・ヘッダーをパーティショ
ン・ファイルに組み込むかどうかを指定します。
「はい」 - LOAD コマンドで OMIT_HEADER キ
ーワードを使用します。パーティション・マップ・
ヘッダーはパーティション・ファイルに組み込まれ
ません。
「いいえ」 - パーティション・マップ・ヘッダーを
パーティション・ファイルに組み込みます。このオ
プションは、IBM DB2 Server バージョン 8 での
み使用できます。
v はい
v いいえ

RUN_STAT_DBPARTNUM

Integer

-1

統計を収集するデータベース・パーティションを指
定します。「統計」に「NoStatistics」以外の値を設
定している場合、統計情報は 1 つのデータベー
ス・パーティションのみに収集されます。
「RUN_STAT_DBPARTNUM」を「-1」に設定した
場合、統計情報は出力パーティション・リストの最
初のデータベース・パーティションに収集されま
す。このオプションは、IBM DB2 Server バージョ
ン 8 でのみ使用できます。

* これらのプロパティー値は、uload ユーティリティーを呼び出す sqluload API プ
ログラムで使用されます。
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第 7 章 DB2Z ステージ
ジョブ・デザインで IBM DB2Z ステージを使用して、データの読み取りおよびロ
ードを行うことができます。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage を使用して DB2 データを読み取り、ロードする際、一
連の接続オプションから選択できます。ほとんどの新規ジョブには、DB2Z ステー
ジよりも優れた機能とパフォーマンスを提供する、DB2 Connector ステージを使用
します。
DB2 DB2Z ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する場合は、
コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用するために
ジョブをマイグレーションします。

DB2Z ステージ・ジョブの開発
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して、
IBM DB2 for z/OS データベースにアクセスする DB2Z ステージを定義できます。

手順
1.

DB2 ソースからの 126 ページの『メタデータのインポート』。

2. Designer Client における 127 ページの『InfoSphere DataStage から DB2z ステー
ジへのアクセス』。
3. データの読み取りの場合 DB2Z ステージを次のようにセットアップします。
a.

129 ページの『ソースとしての DB2Z ステージの構成』.

b.

128 ページの『列定義のセットアップ』.

c.

129 ページの『データの読み取りの使用法プロパティーの定義』

4. データのロードの場合 DB2Z ステージを次のようにセットアップします。
a.

130 ページの『データのロードのための接続プロパティーの定義』.

b.

128 ページの『列定義のセットアップ』 (まだ、リンク用に指定されていな
い場合)。

c.

130 ページの『データのロード用のターゲット・プロパティーの定義』.

メタデータの処理
コネクターを使用してメタデータをインポートして、保存すると、そのメタデータ
はローカル・プロジェクトおよび他のプロジェクトやコンポーネントから使用でき
るようになります。
DB2z ステージを使用して、以下の情報をインポートすることができます。
v データ・ソース
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v 特定のデータ・ソースのデータベース表、システム表、および、ビュー (オプシ
ョンで完全修飾名や別名も含みます)。
v 表の列の説明
メタデータをインポートする時に、列の名前、列の長さ、および列のデータ・タイ
プなど、そのデータベース列に関する情報が収集されます。

メタデータのインポート
動的リポジトリーに表定義を入れるには、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントから DB2z ステージを使用してメタデータを
インポートします。動的リポジトリーに表定義を入れると、他のプロジェクトまた
はコンポーネントがその表定義を使用できるようになります。 DB2Z データ・ソー
スからメタデータをインポートするときに、表が動的リポジトリーに作成され、表
定義がプロジェクト・リポジトリー・ツリーに作成されます。

手順
1. Designer Client で、メインメニューから「インポート」 > 「表定義」 > 「コネ
クター・インポート・ウィザードの開始」を選択して、「コネクター・メタデー
タ・インポート」ウィザードを開きます。
2. 「データ・ソースの場所」ページで、動的リポジトリー内でメタデータを保管す
る場所を特定する、ホスト名とデータベースを選択して、「次へ」をクリックし
ます。 リストに値がない場合は、「新規の場所」をクリックして、共有メタデ
ータ管理ツールを開始します。
3. 「コネクター選択」ページで、インポート・プロセスのために DB2Z ステージ
を選択して、「次へ」をクリックします。
4. 「接続の詳細」ページで、データ・ソースの接続の詳細を指定して、「次へ」を
クリックします。 次に続くページで、インポート・プロセスに使用するコネク
ター・タイプに固有な情報を収集します。
5. 選択した DB2Z ステージの詳細を指定します。
6. インポートの詳細を確認し、「インポート」をクリックします。
7. リポジトリー・ツリーを参照して、表定義を作成するプロジェクト・リポジトリ
ー内の場所を選択します。「OK」をクリックします。

ユーザー定義メタデータの保存
ステージ・エディターを使用してリンクの列情報を変更することで、列のメタデー
タを定義して保存することができます。 メタデータを保存後、リポジトリーからそ
の列定義をロードすることができます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの上部左隅で、メタデータを定義して保存したいリンクを
クリックします。
3. 「列」タブで、列のメタデータを定義します。
4. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
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5. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力して、「OK」をクリックしま
す。
6. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを選択
し、「保存」をクリックします。

ステージおよびリンク属性の変更
IBM InfoSphere DataStage ジョブに DB2Z ステージを組み込むとき、ステージとリ
ンクには自動的に基本的なデフォルト属性が取得されます。デフォルト属性の一部
は変更できますし、他の基本的な情報を指定することもできます。

手順
1. DB2Z ステージとリンクの属性を指定あるいは変更するには、InfoSphere
DataStage パラレル・キャンバスの「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. 次の属性を入力および変更できます。
ステージ名、入力名または出力名
ステージまたはリンクのデフォルト名を変更します。 また、InfoSphere
DataStage パラレル・キャンバスのステージ名またはリンク名を変更でき
ます。
説明

ステージまたはリンクの説明もオプションで入力できます。

InfoSphere DataStage から DB2z ステージへのアクセス
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを使用して
DB2z ステージにアクセスするためには、そのステージのアイコンをパラレル・キ
ャンバスに置きます。

手順
1. Designer Client で、メニューから「ファイル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」アイコンを選択して、「OK」を
クリックします。
3. 「パレット」メニュー内の Designer Client の左側で、「データベース」カテゴ
リーを選択します。
4. 「DB2Z ステージ」アイコンをパラレル・キャンバスにドラッグします。

データ・ソース接続の構成
DB2Z ステージを使用して読み取りまたは書き込み処理を実行するには、IBM DB2
for z/OS データ・ソースへの接続を定義する必要があります。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. デザイン中のジョブのプロパティーを表示するには、必要に応じてステージ・エ
ディターの「入力」タブまたは「出力」タブをクリックします。

第 7 章 DB2Z ステージ

127

3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、接続の作成に使用するインスタ
ンス、データベース、ユーザー名、およびパスワードを指定します。
4. 「データベース名」フィールドで、DB2 for z/OS データベースの名前を指定し
ます。
5. 「データベース・パスワード」フィールドで、DB2 for z/OS データベースのパ
スワードを指定します。
6. 「データベース・ユーザー ID」フィールドで、DB2 for z/OS データベースのユ
ーザー ID を指定します。
7. 「OK」をクリックします。

列定義のセットアップ
列定義は、読み取り処理用もロード処理用も、同様の方法でセットアップできま
す。 また、列グリッドをカスタマイズしたり、後で使用するために列定義を保存し
たり、事前に定義した列定義をリポジトリーからロードしたりできます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターで、「入力」タブまたは「出力」タブをクリックします。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示するプロパティーと、表示
順を選択します。そのあと、「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. 行の各セルで、セルをダブルクリック
し、必要なオプションを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

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

列定義を入力する場合は、方式 1 を選択してください。 方式 2 を選択した場
合、列メタデータが入力できます。
5. 複数の列でメタデータを共有するには、メタデータを共有する複数の列を選択し
ます。
a. 右クリックし、「値の伝搬」を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択した列で共有するプロパティーを選択
します。
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6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウに適切な情報を入力し、「OK」をクリックしま
す。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。 そのあと、「OK」をク
リックします。

データの読み取り
IBM DB2Z ステージを使用して DB2 for z/OS 表からデータを読み取ることができ
ます。
DB2 for z/OS 表からデータを読み取るには、DB2Z ステージをデータ処理のソース
として構成してください。

ソースとしての DB2Z ステージの構成
データ処理のソースとして IBM DB2Z ステージを構成することで、DB2Z ステー
ジを使用してデータを読み取ることができます。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「接続」セクションの「プロパティー」タブで、DB2Z ステージのデータ・ソー
ス接続を構成します。
4. 以下のいずれかのオプションを選択して、データ接続のロード、保存、あるい
は、テストをします。
オプション

説明

ロード

リポジトリーから既存のデータ接続をロード
します。

保存

指定した接続の設定を保存します。

データの読み取りの使用法プロパティーの定義
IBM DB2Z ステージをデータ読み取りのソースとして使用するために読み取り処理
の使用法プロパティーを定義します。

始める前に
DB2Z ステージのデータベース接続を構成する必要があります。
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手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「ソース」セクションの「プロパティー」タブで、このステージがジョブでどの
ように作動するかを指定します。 読み取りに「表名」を使用するか、あるいは
「ユーザー定義 SQL」を使用するかを指定します。
4. 「表名」フィールドに、読み取る表を指定します。
5. 「SQL 照会」フィールドに、データを読み取るための SQL ステートメントを
指定します。

データのロード
DB2Z ステージを使用して、データを IBM DB2 for z/OS 表にロードすることがで
きます。
DB2Z ステージを使用してデータを DB2 for z/OS 表にロードするには、DB2Z ス
テージをデータ処理のターゲットとして構成してください。

データのロードのための接続プロパティーの定義
データ処理のターゲットとして DB2Z ステージを構成することで、DB2Z ステージ
を使用してデータをロードすることができます。

手順
1. パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンをダブルクリックしま
す。
a. 作成するリンクには、システムが生成した名前が付きます。このリンク名
は、IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバス、または、ステージ・
エディターのいずれでも編集できます。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する出力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「接続」セクションで、DB2Z ステージ用の以下の接続設定を指定します。
v
データベース名
DB2 for z/OS データベースのデータベース名を入力します。 ローカ
ル DB2 システム、または IBM DB2 Connect™ でカタログされてい
るのと同じ名前を使用します。
データベース・ユーザー ID
DB2 for z/OS システムに接続するためのユーザー ID を入力します。
データベース・パスワード
DB2 for z/OS システムに接続するためのパスワードを入力します。

データのロード用のターゲット・プロパティーの定義
IBM DB2Z ステージをデータ・ロードのターゲットとして使用するためにロード処
理の使用法プロパティーを定義します。
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始める前に
DB2Z ステージのデータベース接続を構成する必要があります。

手順
1. InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコンを
ダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 以下の選択で「モード」を指定します。
v 「追加」。ロード処理中に新規行が追加されます。
v 「切り捨て」。既存の行が削除されます。
5. 「表名」フィールドで、データの書き込み用の SQL ステートメントに使用され
る宛先表の名前を指定します。

データのロードのための転送プロパティーの定義
データを転送するためのロード処理の転送プロパティーを定義します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. データを転送するために以下のプロパティーを指定してください。
v
上書き このプロパティーが「真」に設定されていると、既存の MVS デー
タ・セットは上書きされます。このプロパティーが「偽」に設定され
ていると、ジョブは終了します。 デフォルト・オプションは、「偽」
です。
転送先 データの転送先となるコンピューターの名前を指定します。これは必
須プロパティーです。
転送タイプ
データ転送のタイプを指定します。データ転送に使用可能な唯一のオ
プションは FTP です。
ユーザー
データを転送するユーザー名を指定します。
パスワード
データを転送するユーザー名のパスワードを指定します。
文字セット
z/OS に転送される NCHAR データ用の EBCDIC 文字セットを決定
します。
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データのロードのためのオプション・プロパティーの定義
ロード処理のオプション・プロパティーを定義します。

始める前に
DB2Z ステージのデータベース接続を構成する必要があります。

手順
ロード処理のオプション・プロパティーを定義するには、以下を実行します。
1. IBM InfoSphere DataStage パラレル・キャンバスで、「DB2Z ステージ」アイコ
ンをダブルクリックします。
2. ステージ・エディターの左上隅で、編集する入力リンクを選択します。
3. 「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「オプション」カテゴリーのプロパティーを指定します。

オプション
IBM® DB2Z ステージがバルク・ロード・ジョブを実行するためのプロパティーを
指定します。 z/OS 上の IBM® DB2Z ステージのファイルを作成する、特定のパー
ティションをロードする、ロードの最後に統計を表示するというオプションを設定
します。
IBM DB2Z ステージのデータ・ファイル属性のプロパティーを選択します。「は
い」を選択して、プロパティーのリストからプロパティーを追加します。
バッチ・パイプ・システム ID
バッチ・パイプ・システム ID の名前を指定します。
このプロパティーは、データがどのように z/OS に転送されるかを決定しま
す。「バッチ・パイプ・システム ID」プロパティーはオプションです。ID
を指定すると、z/OS へのデータの転送にバッチ・パイプが使用されます。
クローズ・コマンド
ロード・ユーティリティーが正常に終了したあとに SQL ステートメントを
実行する場合は、「クローズ・コマンド」プロパティーを使用します。「ク
ローズ・コマンド」プロパティーはオプションです。
クローズ・コマンドがエラーの場合のアクション
クローズ・コマンドが失敗したときに実行するアクションを指定するには、
「クローズ・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーを使用し
ます。
「クローズ・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーはオプシ
ョンです。有効な値は「失敗」と「続行」です。「失敗」がデフォルト値で
す。
コード化文字セット
入力ファイルに対する最大 3 つのコード化文字セット ID (CCSID) を指定
します。1 番目の値は入力ファイルで検出された SBCS データに対する
CCSID の指定、2 番目の値は混合 DBCS データに対する CCSID の指定、
3 番目の値は DBCS に対する CCSID の指定です。
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DSN 接頭部
MVS データ・セット名の接頭部は、データ・セットまたはバッチ・パイプ
の名前を構成するために使用されます。名前を指定しなければ、データベー
ス・ユーザー ID が接頭部として使用されて、適切な名前が構成されます。
v データ・ファイルは prefix.IN##### という名前が付けられます。ここで、
##### はパーティション番号です。ロードされる表がパーティション化さ
れていなければ、パーティション番号として 00000 が使用されます。
v 廃棄ファイルは prefix.DSC##### という名前が付けられます。ここで、
##### はパーティション番号です。ロードされる表がパーティション化さ
れていなければ、パーティション番号として 00000 が使用されます。
v 作業ファイルは prefix.WORK1 と prefix.WORK2 という名前が付けられま
す。
v エラー・ファイルは prefix.SYSERR という名前が付けられます。
v マップ・ファイルは prefix.SYSMAP という名前が付けられます。
ファイルのみ
z/OS 上にデータ・ファイルを作成するには、「ファイルのみ」プロパティ
ーを使用します。
「ファイルのみ」プロパティーはオプションです。このプロパティーの有効
な値は、「はい」と「いいえ」です。「はい」を選択すると、データ・ファ
イルが z/OS 上に作成されますが、ロード・ユーティリティーは呼び出され
ません。
注: BatchPipes® サブシステム ID が指定されている場合は、「はい」は選
択できません。
イメージ・コピー機能
このグループのプロパティーを使用して、イメージ・コピー・ファイルとリ
カバリー・ファイルの詳細を指定します。バルク・ロード・ジョブが完了し
た後に、イメージ・コピー機能を実行するかどうかを指定します。
このプロパティーの有効な値は次のとおりです。
v 並行
v 全部
v 増分
v いいえ
「いいえ」はデフォルト値です。有効な値を選択したときに表示されるプロ
パティーに値を指定することで、イメージ・コピー機能を構成できます。
ロギングありでロード
「ロギングありでロード」プロパティーを使用して、ロード処理の間にロギ
ングを行うかどうかを指示します。
「ロギングありでロード」プロパティーはオプションです。有効な値は「い
いえ」と「はい」です。「いいえ」はデフォルト値です。
廃棄データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーの廃棄データ・セット・プロパティーを指定しま
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す。廃棄データ・セット・プロパティーを変更するには、「はい」を選択し
ます。詳しくは、 135 ページの『データ・セット・プロパティー』 を参照
してください。
エラー・データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーのエラー・データ・セット・プロパティーを指定
します。エラー・データ・セット・プロパティーを変更するには、「はい」
を選択します。詳しくは、 135 ページの『データ・セット・プロパティー』
を参照してください。
マップ・データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーのマップ・データ・セット・プロパティーを指定
します。マップ・データ・セット・プロパティーを変更するには、「はい」
を選択します。詳しくは、 135 ページの『データ・セット・プロパティー』
を参照してください。
work1 データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーの work1 データ・セット・プロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。work1 データ・セット・プロパテ
ィーを指定するには、「はい」を選択します。詳しくは、 135 ページの『デ
ータ・セット・プロパティー』を参照してください。
work2 データ・セット・プロパティーの変更
ロード・ユーティリティーの work2 データ・セット・プロパティーを指定
します。これは一時データ・セットです。work2 データ・セット・プロパテ
ィーを変更するには、「はい」を選択します。詳しくは、 135 ページの『デ
ータ・セット・プロパティー』を参照してください。
オープン・コマンド
ロード・ユーティリティーが開始する前に SQL ステートメントを実行する
場合は、「オープン・コマンド」プロパティーを使用します。
「オープン・コマンド」プロパティーはオプションです。
オープン・コマンドがエラーの場合のアクション
オープン・コマンドが失敗したときに実行するアクションを指定するには、
「オープン・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーを使用し
ます。
「オープン・コマンドがエラーの場合のアクション」プロパティーはオプシ
ョンです。このプロパティーの有効な値は「失敗」と「続行」です。「失
敗」がデフォルト値です。
パーティション番号
ロードされるパーティションを指定します。
「パーティション番号」プロパティーはオプションです。このプロパティー
の値は、整数でなければなりません。値を指定しなければ、データはすべて
のパーティションにロードされます。
推定行カウント
「推定行カウント」プロパティーを使用して、結合されたすべてのパーティ
ションにロードされる行数の推定値を指定します。
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この推定値は、データ・セットに割り振るディスク・スペースの総量の計算
に使用されます。「推定行カウント」はオプションです。このプロパティー
の値は、整数でなければなりません。デフォルト値は 1000 です。
コピー保留の設定
「コピー保留の設定」属性を使用して、表スペースがコピー保留状況に設定
されるかどうかを指定します。
「コピー保留の設定」プロパティーはオプションです。このプロパティーの
有効な値は、「いいえ」と「はい」です。デフォルト値は「いいえ」です。
注: このプロパティーは、「ロギングありでロード」の値が「いいえ」の場
合に使用します。
統計

ロード・ジョブの終わりで、バルク・ロードの統計を表示するかどうかを指
定します。このプロパティーはオプションです。
デフォルト値は「なし」です。

ユーティリティー ID
ユーティリティー ID は、DB2 の中でロード・ユーティリティーの実行を
識別するユニーク ID です。
「ユーティリティー ID」プロパティーはオプションで、デフォルト値は
DB2ZLOAD です。
詳細

バルク・ロードの実行中に情報および処理メッセージを表示するかどうかを
指定します。

データ・セット・プロパティー:
IBM z/OS 上の DB2 にデータをロードするための属性をデータ・セット・プロパテ
ィーに割り当てます。
異常終了
ジョブが異常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
データ・クラス
SMS データ・クラス (DATACLAS) を指定します。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値でなければなりません。
イメージ・コピー・バックアップ・ファイル
イメージ・コピー・ファイルを作成するかどうかを指定します。「イメー
ジ・コピー・バックアップ・ファイル」プロパティーはオプションです。
このプロパティーの値はブール値でなければなりません。
データ・セット名
イメージ・コピー・データ・セットの名前を指定します。 このプロパティ
ーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング値でなければな
りません。
イメージ・コピー・リカバリー・ファイル
イメージ・コピー・リカバリー・ファイルを作成するかどうかを指定しま
す。
第 7 章 DB2Z ステージ

135

管理クラス
SMS 管理クラス (MGMTCLAS) を指定します。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値でなければなりません。
正常終了
ジョブが正常終了したときにデータ・セットに対して行う処置を指定しま
す。
バッファー数
バッファー数を指定します。このプロパティーはオプションです。このプロ
パティーの値は、整数でなければなりません。
1 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 1 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
2 次割り振り
z/OS ディスク・スペース 2 次割り振り量を指定します。値の範囲は 1 か
ら 1677215 です。
スペース・タイプ
z/OS ディスク・スペース割り振りタイプを指定します。
「スペース・タイプ」プロパティーはオプションです。有効な値は「シリン
ダー」と「トラック」です。デフォルト値は「シリンダー」です。
状況

ロード・ユーティリティーが使用する入力データ・セットの処理状況を指定
します。 このプロパティーは、バッチ・パイプ・システム ID に値がある
場合は使用不可です。 このプロパティーの有効な値は次のとおりです。
v 置換: 既存のデータ・セットを削除し、新規データ・セットを作成しま
す。
v 新規: 現在、ファイルは存在しないことを示します。
v 旧: 既存のデータ・セットに上書きします。データ・セットが存在しない
場合は失敗になります。
v 共有: いくつかのジョブが同時に同じデータ・セットから読み取ることが
できる以外は、「旧」と同じです。
v 追加: 既存のデータ・セットの終わりに追加します。データ・セットが存
在しない場合は新規データ・セットを作成します。
デフォルト値は「置換」です。

ストレージ・クラス
SMS ストレージ・クラス (STORCLAS) を指定します。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値でなければなりません。
ユニット
デバイス番号、デバイス・タイプ、またはデータ・セットのグループ名を指
定します。
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ボリューム
この割り振りのボリューム通し番号のリストを指定します。値は括弧で囲ん
でも、囲まなくてもかまいません。
このプロパティーはオプションです。このプロパティーの値は、ストリング
値か、コンマで区切られたストリング値のリストでなければなりません。

DB2Z ステージ・ジョブのコンパイルと実行
IBM DB2Z ステージを含むジョブを実行可能スクリプトにコンパイルします。これ
を InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアントでスケジュー
ルして、InfoSphere DataStage 上で実行します。

手順
1. 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終了したときは、「実行」ツールバー・ボタンをク
リックし、ジョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 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 8 章 SQL ステートメントのビルド
データベースに対して実行する SQL ステートメントを構成するには、SQL ビルダ
ーのグラフィカル・インターフェースを使用します。
以下のタイプの SQL ステートメントを構成できます。
表 22. SQL ステートメント・タイプ
SQL ステートメント

説明

SELECT

データベース表からデータの行を選択しま
す。照会は、複数の表の間の結合、および列
内の値のアグリゲートを実行することができ
ます。

INSERT

データベース表に行を挿入します。

UPDATE

データベース表の既存の行を更新します。

DELETE

データベース表から行を削除します。

SQL ビルダーは、IBM InfoSphere DataStage がサポートするさまざまな接続ステー
ジから使用できます。
SQL 構文は、データベースによって (特に、結合などの複雑な操作の場合に) 若干
異なります。 SQL ビルダーが作成する SQL ステートメントの正確な形式は、SQL
を呼び出すステージによって異なります。
SQL ビルダーを使用するために SQL のエキスパートである必要はありませんが、
この文書の利用にあたっては、SQL ステートメントの基本的な構造についてある程
度の知識があると役に立ちます。
SQL 予約語である列名を使用すると、SQL のビルドまたは実行時に予期しない結果
が生じる可能性があるため、それらは使用しないでください。

ステージ・エディターからの SQL ビルダーの開始
ステージが SQL ビルダーをサポートしている場合は、ステージ・エディターで
「SQL のビルド」をクリックして SQL ビルダーを開くことができます。ステージ
によっては、一部のアクセス方式に対してのみ、SQL ビルダーを使用できるものも
あります。
データベースを読み取るステージ (すなわち、出力リンクがあるステージ) を使用す
る場合、SQL ビルダーは SELECT ステートメントの作成に役立ちます。
データベースに書き込むステージ (すなわち、入力リンクがあるステージ) を使用す
る場合、SQL ビルダーは INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの
作成に役立ちます。
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SQL ビルダーの開始
フェデレーテッド・データベースに対して実行する SQL 照会を構成するには、SQL
ビルダーのグラフィカル・インターフェースを使用します。

手順
1. 「参照プロバイダー」ペインで、「参照」をクリックします。 「プロバイダー
の参照」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「参照プロバイダーの選択」タイプ・リストで、「Federation Server」を選択し
ます。 「フェデレーテッド・データ・ソースの選択」ツリーに、データベース
別名のリストが開きます。
3. データベース別名をクリックします。 各データベース別名の下に、スキーマの
リストがノードとして開きます。
4. 「SQL タイプ」のリストで、構成する SQL 照会のタイプを選択します。
5. 「SQL ビルダー」ボタンをクリックします。 「SQL ビルダー - DB2 / UDB
8.2」ウィンドウが開きます。「表の選択」ペインにデータベース別名がノードと
して表示されます。

SELECT ステートメントのビルド
データベースの表およびビューを照会するには、SELECT ステートメントをビルド
します。

手順
1. 「選択」タブをクリックします。
2. 照会に組み込みたい任意の表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッ
グします。複数の表をキャンバスにドラッグし、結合などの複雑な照会を指定す
ることが可能です。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定
義が設定されていなければなりません。これには、リレーショナル・データベー
スから直接に定義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 表から選択する列を列選択グリッドに指定します。
4. 実行する選択を絞り込む場合は、フィルター・パネルで「述部」リストから述部
を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを指定します (表示さ
れるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述部
を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならないことを
指定したりします。フィルターは、完成した照会で WHERE 節となります。
5. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する SQL ステートメントに追加され
ます。
6. 複数の表を結合するが、SQL ビルダーが挿入する自動結合は必要としている結
合でない場合、結合を手動で変更します。
7. 特定の列の値に従って結果をグループ分けする場合、「グループ」ページを選択
します。列グループ化およびアグリゲート・グリッドで、結果グループ分けの基
準とする列のグループ化のチェック・ボックスを選択します。
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8. 列で値をアグリゲートする場合は、「グループ」ページも選択します。列グルー
プ化およびアグリゲート・グリッドで、「アグリゲート」ドロップダウン・リス
トから、列で実行するアグリゲートを選択します。
9. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示され、 (必要に応じて)
SQL ステートメントで生成された列が、ステージにロードされた列を使用して
解決されます。

INSERT ステートメントのビルド
データベース表で行を挿入するには、INSERT ステートメントをビルドします。

手順
1. 「挿入」タブをクリックします。
2. 行の挿入先となる表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグしま
す。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されて
いなければなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定
義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 挿入する列を列選択グリッドに指定します。選択した列を表からドラッグする
か、列をダブルクリックするか、すべての列をドラッグします。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、また導出方式をドロップダウン・リストから選択することも可能です。
v 「ジョブ・パラメーター」。「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きま
す。このジョブに定義されているジョブ・パラメーターから選択します。
v 「ルックアップ列」。「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。 SQL ビルダーを使用しているステージに対する入力列から、列を選択し
ます。
v 「式エディター」。「式エディター」が開きます。値を取得する式をビルドし
ます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

UPDATE ステートメントのビルド
データベース表で既存の行を更新するには、UPDATE ステートメントをビルドしま
す。

手順
1. 「更新」タブをクリックします。
2. 更新したい行を含む表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグしま
す。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されて
いなければなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定
義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 更新する列を列選択グリッドに指定します。選択した列を表からドラッグする
か、列をダブルクリックするか、すべての列をドラッグします。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、また導出方式をドロップダウン・リストから選択することも可能です。
ストリングは単一引用符で囲みます。
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v 「ジョブ・パラメーター」。「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きま
す。このジョブに定義されているジョブ・パラメーターから選択します。
v 「ルックアップ列」。「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。 SQL ビルダーを使用しているステージに対する入力列から、列を選択し
ます。
v 「式エディター」。「式エディター」が開きます。値を取得する式をビルドし
ます。
5. 実行する更新を絞り込む場合は、フィルター・パネルで「述部」リストから述部
を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを指定します (表示さ
れるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述部
を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならないことを
指定したりします。フィルターは、完成したステートメントで WHERE 節とな
ります。
6. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
7. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

DELETE ステートメントのビルド
データベース表から行を削除するには、DELETE ステートメントをビルドします。

手順
1. 「削除」タブをクリックします。
2. 行を削除したい表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグします。
この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されていなけ
ればなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定義をイ
ンポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 削除する行を定義した式を選択する必要があります。フィルター・パネルで「述
部」リストから述部を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを
指定します (表示されるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例え
ば、「比較」述部を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定
したり、「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならな
いことを指定したりします。フィルターは、完成したステートメントで WHERE
節となります。
4. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

SQL ビルダーのインターフェース
SQL ビルダーの上半分のコンポーネントは、作成可能な全タイプの SQL ステート
メントに共通です。下半分で使用可能なページは、作成する照会のタイプによって
異なります。
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ツールバー
SQL ビルダーのツールバーには、現行の照会の消去、データの表示、ステートメン
トの検証などのアクション用のツールが含まれています。
SQL ビルダーのツールバーには、次のツールが含まれています。
v 「照会を消去」は、現行の SQL 照会のフィールド・エントリーを削除します。
v 「切り取り」。項目を削除し、他の場所に貼り付けられるように Microsoft
Windows クリップボードに入れます。
v 「コピー」。項目をコピーし、他の場所に貼り付けられるように Windows クリ
ップボードに入れます。
v 「貼り付け」。Windows クリップボードの項目を SQL ビルダー内の特定の場所
に貼り付けます。
v 「SQL プロパティー」。「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「引用」。生成 SQL ステートメント内の表名および列名の引用符を切り替えま
す。
v 「検証」。検証機能を切り替えます。 SQL ビルダーの終了時に「OK」をクリッ
クした場合、自動的に検証が行われます。
v 「データ参照」。これは、データの表示をサポートするステージから SQL ビル
ダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが、現在の構成に従
って SQL を実行し、表示する結果を返します。
v 「更新」。SQL ビルダーの全パネルの内容を更新します。
v 「ウィンドウ表示」。SQL ビルダー・ウィンドウに表示するパネルを選択できま
す。
v 「ヘルプ」。オンライン・ヘルプを開きます。

ツリー・パネル
ツリー・パネルには、IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内の表定義が表示さ
れます。照会するデータベースから表定義をインポートできます。
デザイナー・クライアントを使用して表定義をインポートすることも、ツリー・パ
ネルでショートカット・メニューから直接これを行うこともできます。また、SQL
ビルダー内から表定義を手動で定義することもできます。これを行うには、ツリ
ー・パネルのショートカット・メニューから「新規表...」を選択します。
問い合わせ先のテーブルを選択するには、ツリー・パネルでテーブルを選択し、テ
ーブル選択キャンバスにドラッグします。表を表し、その個々の列をリストしたウ
ィンドウが、キャンバスに表示されます。
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v リポジトリー表示の更新
v 新規表定義の定義 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
v データ・ソースからのメタデータの直接インポート (サブメニューにソース・タ
イプがリストされます)
v 表定義のコピー (表選択キャンバスに貼り付けられます)
v 表定義のプロパティーの表示 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
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表定義のプロパティーは、リポジトリー・ツリーで表定義をダブルクリックするこ
とでも表示できます。

表選択キャンバス
表選択キャンバスには、SQL ステートメントでアクセスする表の列と列タイプのリ
ストが表示されます。
表をツリー・パネルから表選択キャンバスにドラッグできます。必要な表がリポジ
トリーに存在しない場合は、照会対象のデータベースからインポートできます。こ
れを行うには、ツリー・パネルのショートカット・メニューで「メタデータのイン
ポート」を選択します。
列およびそのタイプのリストとともに、表がキャンバス上のウィンドウに表示され
ます。INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの場合、キャンバスに
1 つの表しか配置できません。 SELECT 照会の場合には、キャンバスに複数の表を
配置できます。
キャンバス上のどこに表を置いても、ドラッグした最初の表は常に、左上隅に配置
されます。 SELECT 照会を作成する場合、以降の表は最初の表の前後、または下の
新規行にもドラッグできます。表をドラッグする際、キャンバス上で有効な領域が
強調表示されます。表は、その強調表示されたいずれかの領域にのみドロップでき
ます。同じ行に複数の表を配置すると、SQL ビルダーが自動的にその表を結合しま
す (その結合は、意図したものでなければ、変更できます)。
表を別の行に配置すると、結合は追加されません。旧型の、異なる行に基づいた表
の行のデカルト積が作成されます。FROM FirstTable, SecondTable
表タイトル・バーの下の「すべて選択」ボタンをクリックすると、表のすべての列
が選択されます。あるいは、表の個別の列のみを照会で使用する場合は、その列を
ダブルクリックするか、「選択」、「挿入」、または「更新」ページのグリッドに
ドラッグします。
キャンバスで選択された表では、ショートカット・メニューを使用して次のことが
できます。
v 関連する表を追加します (SELECT 照会のみ)。サブメニューに、現在選択されて
いる表と外部キー関係を持つ表が表示されます。表を選択し、外部キー関係によ
って暗に示されている結合式と一緒に、キャンバスに挿入します。
v 選択された表を削除します。
v 表のすべての列を選択します (これによって、例えば、それらをすべて列選択グ
リッドにドラッグできます)。
v 「表の選択」ダイアログ・ボックスを開き、現在選択された表 (SELECT 照会の
み) に、別の表をバインドできます。
v 現在選択されている表の「表プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
キャンバスで選択された結合 (SELECT 照会のみ) では、ショートカット・メニュ
ーを使用して次のことができます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスを開き、結合が別の外部キー関係
を基にするように指定します。
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v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、結合のタイプと、関連付け
られた結合式を変更します。
キャンバスの背景から、ショートカット・メニューで次のことができます。
v 表選択キャンバスの表示を更新します。
v ツリー・パネルからコピーした表を貼り付けます。
v データを表示します。これは、データの表示をサポートするステージから SQL
ビルダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが、現在の構成
に従って SQL を実行し、表示する結果を返します。
v 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、 SQL ビルダーが現在照会を作
成している対象の SQL 構文の詳細を表示します。

「選択」ページ
「選択」ページを使用して、SELECT ステートメントの詳細を指定します。

列選択グリッド
列選択グリッドを使用して、照会に組み込む列を指定します。
グリッドに入れるには、いくつかの方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのリストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

列式
列式では、SELECT ステートメントに組み込む列を識別します。
以下の部分を指定することができます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

表
このプロパティーは、列が属する表を識別します。
表選択キャンバスから列をドラッグ、コピー、またはダブルクリックして列グリッ
ドに値を入れた場合、表名には自動的に値が入力されています。リストから表を選
択することもできます。
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実行時に表名を指定するには、リストからジョブ・パラメーターを選択します。

列別名
このプロパティーを使用して、列の別名を指定します。

出力
このプロパティーを選択すると、列を照会出力に含めることを指示します。このプ
ロパティーは、グリッドに列を追加すると自動的に選択されます。

ソート
「昇順」または「降順」を選択し、照会で、返された行をこの列の値でソートしま
す。ソートを選択すると、照会に ORDER BY 節が追加されます。

ソート順序
複数の列で順序付けする場合に、行がソートされる順序を指定できます。

ショートカット・メニュー
ショートカット・メニューを使用して、表選択キャンバスからコピーした列を貼り
付けたり、行を挿入または削除したり、フィルター・パネルを表示または非表示に
したりします。

フィルター・パネル
フィルター・パネルで、作成する SELECT ステートメントに WHERE 節を指定し
ます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあり、式
エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。フィルター
式エディターを使用して追加したフィルターを編集することも、手動でフィルター
を入力することもできます。

「グループ」ページ
SELECT ステートメントを作成する際に表示される「グループ」ページを使用し
て、照会の結果を 1 つ以上の列でグループ化することを指定します。
また、このページを使用して、一部の列の結果をアグリゲートすることもできま
す。例えば、列に NULL 以外の値を含む行の数をカウントする COUNT を指定す
ることができます。
「グループ」タブからは、「選択」ページとまったく同じ方法で、ツールバー、ツ
リー・パネル、および表選択キャンバスにアクセスできます。

グループ化グリッド
グループ化グリッドで、グループ化の基準またはアグリゲートの対象とする列を指
定することができます。
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グリッドには、「選択」ページで選択した列が入ります。選択した列を変更した
り、列を新規に選択したりすることもできます。これは、照会が行う選択に反映さ
れます。
グリッドには、次のフィールドがあります。
v 「列式」。照会に組み込む列を特定します。「選択」ページからの選択を変更し
たり、列式をビルドしたりすることができます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式エディター」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できま
す。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できま
す。
v 「列別名」。これにより、列の別名を指定できます。列に対してアグリゲート処
理を選択した場合、SQL ビルダーは Alison 形式別名を自動的に挿入します。こ
の別名は必要に応じて編集できます。
v 「出力」。照会によって列が出力されることを示す場合に選択します。グリッド
に列を追加すると、自動的に選択されます。
v 「DISTINCT」。DISTINCT 修飾子をアグリゲートに追加する場合、このチェッ
ク・ボックスを選択します。例えば、DISTINCT 修飾子を指定した COUNT アグ
リゲートでは、フィールドに (単なる非 NULL 値ではなく) 異なる値がある行の
数をカウントします。 DISTINCT 修飾子について詳しくは、SQL プロパティ
ー・ダイアログ・ボックス を参照してください。
v 「アグリゲート」。列に適用するアグリゲート関数を選択できます (これは、
GROUP BY オプションと同時には使用できません)。選択可能な関数について詳
しくは、アグリゲート関数を参照してください。
v 「GROUP BY」。 照会の結果をこの列の結果に基づいてグループ化することを
指定する場合に、このチェック・ボックスを選択します。

アグリゲート関数
使用可能なアグリゲート関数は、SQL ビルダーを開いたステージによって異なりま
す。すべての SQL 構文バリアントとして、
AVG、COUNT、MAX、MIN、STDDEV、および VARIANCE のアグリゲート関数
があります。
以下のアグリゲート関数がサポートされています。
v AVG。列内の値の平均を返します。例えば、価格の入った列をもつ 6 つの行があ
る場合、その 6 行を足して 6 で割り、平均を出します。 DISTINCT 修飾子を指
定すると、異なる値のみを平均します。この 6 行に異なる価格が 4 つしか含ま
れない場合、この 4 つを足して 4 で割り、平均を出します。
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v COUNT。列に非 NULL 値が入っている行の数をカウントします。DISTINCT 修
飾子を指定した場合は、異なる値だけがカウントされます。
v MAX。行の特定の列内に入っている最大値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v MIN。行の特定の列内に入っている最小値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v STDDEV。一組の数値の標準偏差を返します。
v VARIANCE。一組の数値の分散を返します。

フィルター・パネル
フィルター・パネルで、SELECT ステートメントに HAVING 節を指定することが
できます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあ
り、式エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。フィルター
式エディターを使用して追加したフィルターを編集することも、手動でフィルター
を入力することもできます。

「挿入」ページ
「挿入」ページを使用して、INSERT ステートメントの詳細を指定します。このペ
ージには、「列の挿入」グリッドがあります。

「列の挿入」グリッド
「列の挿入」グリッドには、INSERT ステートメントに組み込む列と、それらの値
を指定します。

挿入列
このプロパティーでは、INSERT ステートメントに組み込む列を識別します。
ここに値を追加するには、いくつかの方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのリストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

挿入値
このプロパティーでは、対応する列に設定する値を示します。手動で値を入力する
ことも、ジョブ・パラメーター、式、データ・フロー変数、またはルックアップ列
を指定することもできます。
値を指定する場合、以下のオブジェクトを使用できます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
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使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

「更新」ページ
「更新」ページを使用して、UPDATE ステートメントの詳細を指定します。

「列の更新」グリッド
「列の更新」グリッドには、UPDATE ステートメントに組み込む列と、それらの値
を指定します。

更新列
このプロパティーでは、UPDATE ステートメントに組み込む列を識別します。
以下の方法でこれに取り込むことができます。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのリストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

更新値
このプロパティーでは、対応する列に設定する値を示します。手動でフィールドに
値を入力することも、ジョブ・パラメーター、式、データ・フロー変数、またはル
ックアップ列を指定することもできます。
以下のオブジェクトを指定できます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
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フィルター・パネル
フィルター・パネルで、作成する UPDATE ステートメントに WHERE 節を指定す
ることができます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネ
ルがあり、式エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。パネルでフ
ィルターを編集することも、手動でフィルターを入力することもできます。

「削除」ページ
「削除」ページで、作成する DELETE ステートメントの詳細を指定します。

フィルター・パネル
フィルター・パネルで、作成する DELETE ステートメントに WHERE 節を指定す
ることができます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネ
ルがあり、式エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。パネルでフ
ィルターを編集することも、手動でフィルターを入力することもできます。

「SQL」ページ
「SQL」ページで、作成した SQL ステートメントを表示します。
SELECT 照会の場合、ステージの出力列として定義した列と、SQL ステートメント
が生成する列が一致しない場合は、「列の解決」グリッドを使用してそれを調整し
ます。ほとんどの場合、列は一致します。

「列の解決」グリッド
ステージにロードした列が、作成した SQL ステートメントで生成された列と一致
しない場合、「列の解決」グリッドでその差異を調整できます。
列が一致するのが理想です (通常はほとんど一致します)。列の不一致があると、ジ
ョブ内のメタデータがソース・データベースからロードしたメタデータと一致しな
くなります。これによって、その表に基づく使用状況分析を実行した場合に問題が
生じる恐れがあります。
不一致がある場合、グリッドに警告メッセージが表示されます。「自動マッチン
グ」ボタンをクリックすると、不一致が解決されます。名前、順序、またはその両
方でマッチングを選択できます。マッチングの際、 SQL ビルダーは、SQL ステー
トメントによって生成された列を変更して、ステージにロードした列と一致させよ
うとします。
「名前マッチング」を選択し、互換データ・タイプを持つ同じ名前の列が見つかっ
た場合、SQL ビルダーは以下を行います。
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v グリッド内のロード列と同じ位置に結果列を移動します (これにより、指定され
た列の位置が SQL 内で変わります)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「順序マッチング」を選択した場合、ビルダーは、各結果列を同じ位置のロード列
と比較します。不一致が見つかり、その 2 列のデータ・タイプが互換である場合、
SQL ビルダーは以下を行います。
v 結果列の別名を変更し、ロード列と一致させます (ただし、結果セットにその名
前の列が既に含まれていない場合)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「両方」を選択した場合、SQL ビルダーは「名前マッチング」と「順序マッチン
グ」の両方を適用します。
自動マッチングで上記のように列を調整できなかった場合、表内の 1 つの列を表す
不一致の結果列を、同じ位置にあるロード列の詳細で上書きします。
「SQL」タブで「OK」をクリックすると、 SQL ビルダーは、結果列がロード列と
一致しているかどうかを検査します。一致していない場合、警告メッセージが表示
され、続行するか、キャンセルするかを選択できます。続行すると、ロード列が結
果列とマージされます。
v 一致した列は、影響を受けません。
v 結果列の余分な列は、ロード列に追加されます。
v ロード・セットにあって結果セットにない列は、削除されます。
v 一致しない列について、データ・タイプが互換の場合、ロード列を結果列で上書
きします。データ・タイプが互換でない場合は、既存のロード列を削除し、結果
列で置き換えます。
不一致を手動で調整するには、グリッドの「結果」パートで列を編集することもで
きます。

式エディター
式エディターで、SQL ステートメントに追加する WHERE 節を指定できます。表
を結合する場合は、結合条件に WHERE 節および HAVING 節を指定することもで
きます。
式エディターの中には、計算、関数、または CASE ステートメントを式の中で指定
できるものがあります。式エディターは、SQL ビルダーのさまざまな場所から開く
ことができます。

メイン式エディター
式エディターでは、BETWEEN、比較、IN、LIKE、または NULL の述部を使用した
フィルターを指定できます。
式を指定するには、次のようにします。
v リストから述部を選んでフィルターのタイプを選択します。
v 表示された「式エディター」の各フィールドに必要な情報を入力します。
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v 「追加」ボタンをクリックして、作成中の照会にフィルターを追加します。これ
により、式エディターがクリアされ、必要に応じて別のフィルターを追加できま
す。
式エディターの内容は、選択した述部によって異なります。次の述部を利用できま
す。
v 「BETWEEN」。列の値が特定範囲内に入ることを指定できます。
v 「比較」。列の値が特定値に等しい、または特定値より大きいまたは小さいこと
を指定できます。
v 「IN」。列の値がリストの値の 1 つに一致することを指定できます。
v 「LIKE」。列の値が特定値を含む、特定値で始まる、または終わる、あるいは特
定値に一致することを指定できます。
v 「NULL」。列が NULL であるかまたは非 NULL であることを指定できます。

BETWEEN 述部
式エディターで BETWEEN 述部を指定する場合、列を選択して範囲を指定し、値が
その範囲内でなければならないか、または範囲内であってはならないかを指定しま
す。
BETWEEN 述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。次の
項目も指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「BETWEEN/NOT BETWEEN」。ドロップダウン・リストから「BETWEEN」
または「NOT BETWEEN」を選択し、テスト対象の値が指定範囲の内側か、外側
かを指定します。
v 「範囲の開始」。このフィールドを使用して、範囲の開始を指定します。このフ
ィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の開始を指定する
ための引数の詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。
v 「範囲の終了」。このフィールドを使用して、範囲の終了を指定します。このフ
ィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の終了を指定する
ための引数の詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。

比較述部
式エディターで比較述部を指定する場合、列、比較演算子、および比較値を選択し
ます。
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「比較」述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「比較演算子」。比較演算子をドロップダウン・リストから選択します。選択可
能な演算子は以下のとおりです。
– = 等しい
– <> 等しくない
– < より小さい
– <= 以下
– > より大きい
– >= 以上
v 「比較値」。このフィールドを使用して、比較する値を指定します。このフィー
ルドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、メニューから値のデータ・
タイプを選択し、値そのものをフィールドに指定します。

IN 述部
式エディターで IN 述部を指定する場合、列を選択し、照会に組み込む項目を選択
して、選択した値がリスト内にあるか、リスト内にないかを指定します。
IN 述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「IN」/「NOT IN」。ドロップダウン・リストから「IN」または「NOT IN」を
選択し、値が指定リストに含まれるか、含まれないかを指定します。
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v 「選択」。このフィールドを使用して、照会で使用されるリストを指定できま
す。 1 つのフィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、リスト項
目を指定するための引数の詳細を指定してから、値を入力します。二重の右矢印
をクリックすると、リストに値を追加します。
リストから項目を削除するには、その項目を選択して二重の左矢印をクリックし
ます。

LIKE 述部
式エディターで LIKE 述部を指定する場合、列、演算子、および値を選択します。
その後、値が比較によって組み込まれるか、除外されるかを指定します。
LIKE 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。含まれるフィー
ルドは次のとおりです。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「LIKE」/「NOT LIKE」。ドロップダウン・リストから「LIKE」または「NOT
LIKE」を選択して、比較に値を含めるか、除外するかを指定します。
v LIKE 演算子。実行する LIKE または NOT LIKE 比較のタイプをドロップダウ
ン・リストから選択します。選択可能な演算子は以下のとおりです。
–

「完全一致」。照会は、指定した値との完全一致を要求します。

–

「先頭」。照会は、指定した値で開始する行と一致します。

–

「末尾」。照会は、指定した値で終了する行と一致します。

–

「含む」。照会は、指定した値がその中のどこかに含まれる行と一致しま
す。

v LIKE 値。LIKE 述部がマッチングを試行する値を指定します。

NULL 述部
式エディターで NULL 述部を指定する場合、列を選択して、その列で照会が
NULL 条件に一致しなければならないか、NOT NULL 条件に一致しなければなら
ないかを指定します。
NULL 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。含まれるフィ
ールドは次のとおりです。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
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– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「IS NULL」/「IS NOT NULL」。照会が列の NULL 条件に一致するか、NOT
NULL 条件に一致するかを選択します。

結合述部
式エディターで結合述部を指定する場合は、結合する列と結合タイプを選択しま
す。
この述部は、古い形式の結合式を使用する Oracle 8i 照会を作成する際にのみ表示
されます。式エディターは次のとおりです。
v 「左列」。結合の左側の列をドロップダウン・リストから選択します。
v 「結合タイプ」。結合のタイプをドロップダウン・リストから選択します。
v 「右列」。照会の右側の列をドロップダウン・リストから選択します。

計算、関数、および CASE 式エディター
このバージョンの式エディターでは、WHERE 式、HAVING 式、または結合条件で
式を指定することができます。式エディターのウィンドウは、ネスティングの深さ
を示すために番号付けされています。

計算述部
計算述部を使用する場合、式エディターで左値、右値、および計算演算子を指定し
ます。
計算述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 左辺値。計算の左辺の引数を入力します。引数タイプを選択するには、右側のメ
ニュー・ボタンをクリックし、メニューからタイプを選択します。
v 計算演算子。計算の演算子をドロップダウン・リストから選択します。
v 右辺値。計算の右辺の引数を入力します。引数タイプを選択するには、右側のメ
ニュー・ボタンをクリックし、メニューからタイプを選択します。

関数述部
関数述部を使用する場合、式エディターで関数、説明、および関数パラメーターを
指定することができます。
関数述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
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利用可能な関数のリストは、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデ
ータベースによってきまります。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。

CASE 述部
CASE 述部を使用すると、式エディターで作成する SQL に CASE ステートメント
を組み込むことができます。
式エディターで CASE オプションを使用すると、作成する SQL に CASE ステー
トメントを組み込むことができます。 CASE ステートメントは、次の構文で作成で
きます。
CASE WHEN condition THEN value
CASE WHEN...
ELSE value

または
CASE subject
WHEN match_value THEN value
WHEN...
ELSE value

CASE 述部を選択した場合、式エディターには次のフィールドが含まれます。
v 「CASE 式」。これは、CASE ステートメントの subject です。上記で 2 番目の
構文 (CASE subject WHEN) を使用する場合に、これを指定します。デフォルト
で、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択でき
ます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックしま
す。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメータ
ーの指定ができます。
v 「WHEN」。CASE ステートメントの condition または match value を指定でき
ます。デフォルトで、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表
から列を選択できます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタン
をクリックします。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョ
ブ・パラメーターの指定ができます。メインの式エディターにアクセスするに
は、メニューから CASE 式エディターを選択します。これにより、比較などの式
を指定できます。一般に、これは第 1 の構文例で使用します。例えば、式
WHEN grade=3 THEN 'first class' において、condition として grade=3 を指定し
ます。
v 「THEN」。CASE 式の value の部分を指定します。デフォルトで、このフィー
ルドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択できます。別のもの
を選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックします。これにより、
データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメーターの指定ができま
す。
v 「追加」。これをクリックすると、CASE 式が照会に追加されます。「WHEN」
フィールドと「THEN」フィールドがクリアされ、別の CASE 式を指定できるよ
うになります。
v 「ELSE」式。 CASE 式でオプションの ELSE 部分の value を指定します。
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式エディターのメニュー
式エディターから、式の引数の詳細を指定するためのメニューを開くことができま
す。
式エディターと関連ダイアログでは、多くのフィールドの右側にボタンが表示され
ます。これが表示された場合、クリックするとメニューが開き、式で指定する引数
の詳細を指定できます。
v 「ビット」。ビット・タイプの引数であることを指定します。引数フィールドの
ドロップダウン・リストから 0 または 1 を選択できます。
v 「列」。引数が列名であることを指定します。引数フィールドのドロップダウ
ン・リストから使用可能な列を選択できます。
v 「日付」。引数が日付であることを指定します。 SQL ビルダーは、照会作成対
象のデータベースで規定されている形式で本日の日付を入力します。この日付は
必要に応じて編集できます。あるいは、ドロップダウン・ボタンをクリックし、
カレンダーから選択することもできます。
v 「日時」。引数が日時であることを指定します。 SQL ビルダーは、作成中の照
会の対象であるデータベースが求める形式で現在の日付と時刻を挿入します。日
時は、必要に応じて編集できます。
v 「プレーン・テキスト」。引数のデフォルト値を選択できます (デフォルト値が
定義されている場合)。
v 「式エディター」。式の引数として関数または計算式を指定できます。これを選
択すると、計算/関数版の式エディターが開きます。
v 「関数」。式の引数として関数を指定できます。
選択すると、「関数フォーム」ダイアログ・ボックスが開きます。選択可能な関
数は、作成する照会の対象であるデータベースによって異なります。
選択すると、「関数」ダイアログ・ボックスが開きます。
v 「ジョブ・パラメーター」。引数がジョブ・パラメーターであることを指定でき
ます。その値は、IBM InfoSphere DataStage ジョブを実際に実行したときに与え
られます。選択すると、「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きます。
v 「整数」。整数タイプの引数であることを指定する場合に選択します。
v 「ストリング」。ストリング・タイプの引数であることを指定する場合に選択し
ます。
v 「時間」。引数が現行地方時であることを指定します。値を編集できます。
v 「タイム・スタンプ」。引数がタイム・スタンプであることを指定します。値を
編集できます。
SQL ビルダーは、作成中の照会の対象であるデータベースが求める形式で現在の
日付と時刻を挿入します。

「関数フォーム」ウィンドウ
「関数フォーム」ウィンドウでは、式で使用する関数を選択して、関数のパラメー
ターを指定します。
フィールドは次のとおりです。
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v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデータベー
スによってきまります。
v 「フォーマット」。選択した関数のフォーマットを参考として表示します。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「結果」。このダイアログ・ボックスで指定された、照会に組み込まれる実際の
関数が表示されます。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。
「関数」ウィンドウ:
「関数」ウィンドウでは、式で使用する関数を選択して、関数のパラメーターを指
定できます。
フィールドは次のとおりです。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデータベー
スによってきまります。
v 「フォーマット」。選択した関数のフォーマットを参考として表示します。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「結果」。このダイアログ・ボックスで指定された、照会に組み込まれる実際の
関数が表示されます。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。

「パラメーター」ウィンドウ
このウィンドウには、ジョブに現在定義されているジョブ・パラメーターと、各パ
ラメーターのデータ・タイプがリストされます。 SQL ビルダーは、挿入するパラ
メーターのタイプと使用する引数に必要なタイプとの整合性をチェックしません。

表の結合
SQL ビルダーを使用して SELECT ステートメントを作成する際、ステートメント
の中に表結合を指定することができます。
複数の表を表選択キャンバスにドラッグすると、SQL ビルダーは追加された表と、
その左横に表示されているキャンバス上に既に存在していた表とを結合しようとし
ます。表で外部キー・メタデータが使用可能な場合、SQL ビルダーはこのメタデー
タを使用します。結合は、SQL ビルダーによって結合する対象として判断された列
を結合する線で表されます。 SQL ビルダーによって自動的に結合が挿入された後
で修正できます。
表をキャンバスに追加する場合、SQL ビルダーは、表をキャンバス上の表に結合す
る方法を判断します。このプロセスは、追加される表がキャンバス上の表の右側あ
るいは左側のいずれに位置するかによって決まります。
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追加される表と、その左側の表との間の結合を構成するには、次のようにします。
1. SQL ビルダーは、追加された表を開始します。
2. 追加された表とサブジェクト表との間に外部キーがあるかどうか判別します。
v 外部キーが存在する場合は、手順 3 を続けます。
v 外部キーが存在しない場合は、手順 4 にスキップします。
3. 以下の手順に基づいて、表を結合する選択肢の中から選択します。
v 追加される表のキー・フィールドに適用する関係
v その他の外部キーの関係
結合基準を示す選択した関係を持つ 2 表間で内部結合を構成します。
4. 左側にある次の表をサブジェクトとして、ふさわしい結合条件が見つかるか、あ
るいは左側にある表をすべて試みるまで、手順 2 から再度行います。
5. 表の間に結合条件がなければ、デフォルト結合を構成します。
SQL 文法がクロス結合をサポートしない場合は、結合条件なしで内部結合が使
用されます。これは無効ステートメントを生成するため、「結合プロパティー」
ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で列をドラッグすることによ
り、ふさわしい条件を設定する必要があります。
内部結合は結合条件なしで使用されます。これは無効ステートメントを生成する
ため、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で
列をドラッグすることにより、ふさわしい条件を設定する必要があります。
追加される表と、その右側の表との間の結合を構成するには、次のようにします。
1. SQL ビルダーは、追加された表を開始します。
2. 追加された表とサブジェクト表の間に外部キー情報が存在するか判別します。
v 外部キーが存在する場合は、手順 3 を続けます。
v 外部キーが存在しない場合は、手順 4 にスキップします。
3. 次の優先順位で選択肢から選択します。
v 追加される表のキー・フィールドに適用する関係
v その他の結合
結合基準を示す選択した関係を持つ 2 表間で内部結合を構成します。
4. 右にある次の表をサブジェクトとして、手順 2 から再度行います。
5. 表の間に結合条件がなければ、デフォルト結合を構成します。
SQL 文法がクロス結合をサポートしない場合は、結合条件なしで内部結合が使
用されます。これは無効ステートメントを生成するため、「結合プロパティー」
ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で列をドラッグすることによ
り、ふさわしい条件を設定する必要があります。
内部結合は結合条件なしで使用されます。これは無効ステートメントを生成する
ため、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で
列をドラッグすることにより、ふさわしい条件を設定する必要があります。
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結合の指定
表選択キャンバスに複数の表を追加すると、SQL ビルダーによって、自動的に結合
が挿入されます。結合を変更するには、「結合プロパティー」ウィンドウを使用す
るか、「リレーションの変更」ウィンドウを使用するか、表の列を別の表の列にド
ラッグします。
結合は、以下の方法で変更できます。
v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリンク
を選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「プロパティー」を選
択して、これを開きます。このダイアログでは、別の結合タイプ、代わりの結合
条件、および自然結合の選択を行えます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリン
クを選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「リレーションの変
更」を選択して、これを開きます。このダイアログでは、結合された表に指定さ
れている外部キー関係を変更できます。
v 1 つの表の列をキャンバスで右側にある任意の表の別の列にドラッグ。これによ
って、既存の自動結合が置き換えられ、ソース列とターゲット列間の等価結合が
指定されます。置換される結合が現時点で、内部結合または外部結合として指定
されている場合は、そのタイプが保持されます。それ以外の場合、新しい結合は
内部結合になります。
さらに、明示的な結合操作ではなく、WHERE 節を使用して結合を指定する方法も
あります (ただし、データベースで明示的な結合ステートメントがサポートされる
場合、これは推奨されません)。この場合、次のようにします。
1. 結合をデカルト積として指定します。 (SQL ビルダーは必要な結合のタイプが特
定できなかった場合、自動的にこの処理を行います)。
2. 「選択」タブのフィルター・パネルでフィルターを指定します。これによって、
デカルト積の中から行を選択する WHERE 節が指定されます。
SQL ビルダーで Oracle 8i、Microsoft SQL Server、IBM Informix、または Sybase
の照会を作成する場合、式エディターを使用して結合条件を指定できます。これ
は、WHERE ステートメントとして実装されます。Oracle 8i は JOIN ステートメン
トをサポートしていません。

「結合プロパティー」ウィンドウ
「結合プロパティー」ウィンドウを使用して、既存の結合のタイプを変更したり、
結合条件を変更または指定したりすることができます。
このウィンドウには、以下のフィールドが含まれています。
v 「デカルト積」。デカルト積は、選択されているが結合されていない (つまり、
結合条件が指定されていない) 2 つ以上の表から返された結果です。出力は、選
択されたすべての表の、すべての可能な行です。例えば、2 つの表から選択した
場合、データベースは、最初の表の各行と、2 番目の表の各行をペアにします。
どちらの表も 6 行の場合、デカルト積は 36 行になります。
SQL ビルダーは、利用可能な情報に基づいた明示指定結合を挿入できない場合、
デフォルトでデカルト積を使用します。デカルト積は、次に示すように、結果の
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SQL ステートメントの FROM 節にある CROSS JOIN 構文を使用して形成され
ます。FROM FirstTable CROSS JOIN SecondTable「結合プロパティー」ダイアロ
グ・ボックスの「デカルト積」オプションを選択することにより、デカルト積を
ユーザーが指定することもできます。結合にクロス結合アイコンが表示されま
す。
v 「表結合」。結合する 2 表の結合条件を照会に含める場合は「表結合」オプショ
ンを選択します。「結合条件」パネルが有効になり、そこで結合の詳細を指定で
きます。
v 「結合条件」パネル。結合条件に含まれる式を表示します。式は手動で入力や編
集が可能です。あるいは、パネル右側のメニュー・ボタンを使用して、自然結合
を指定したり、式エディターを開いたり、「リレーションの変更」ダイアログ・
ボックスを開いたりできます。
v 「行の抽出」。結合が外部結合であることを指定する場合はこのオプションに関
するフィールドを指定します。照会の結果には、以下のいずれかで指定した行が
含まれます。
–

左外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」を選択します。

–

右外部結合を指定する場合は「右の表名からすべての行」を選択します。

–

完全外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」と「右の表名か
らすべての行」の両方を選択します。

v 「結合」アイコン。指定した結合のタイプが表示されます。

「リレーションの変更」ウィンドウ
「リレーションの変更」ウィンドウには、ターゲット表と、表選択キャンバスでそ
の左側に表示される表との間に定義されている外部キー関係が表示されます。リス
ト・ボックスに表示されるように、照会で結合として表示する関係を選択し、
「OK」をクリックします。

「プロパティー」ウィンドウ
「プロパティー」ウィンドウには、表、SQL、および結合のプロパティーが含まれ
ます。
SQL ビルダーの中でどこにいるかに応じて、ショートカット・メニューから「プロ
パティー」を選択すると、次のようなダイアログ・ボックスが開きます。
v 表選択キャンバスで表を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「表プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。
v ツールボックスで「プロパティー」アイコンを選択するか、表選択キャンバスの
バックグラウンドから「プロパティー」を選択すると、「SQL プロパティー」ダ
イアログ・ボックスが開きます。
v 表選択キャンバスで結合を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。

「表プロパティー」ウィンドウ
「表プロパティー」ウィンドウでは、表名を表示したり、表の別名を表示または編
集したりすることができます。
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「表プロパティー」ダイアログ・ボックスには、次のフィールドが含まれます。
v 「表名」。プロパティーを表示する表の名前。
メニュー・ボタンをクリックして「ジョブ・パラメーター」を選択すると、「パ
ラメーター」ダイアログ・ボックスが開きます。必要に応じて、表名を置き換え
るジョブ・パラメーターを指定できますが、 SQL ビルダーは常に、別名を使用
してこの表を参照することに注意してください。
v 「別名」。この表を参照するために SQL ビルダーが使用する別名。別名は、必
要に応じて編集できます。選択グリッドまたはフィルターで表別名が使用されて
いる場合、このダイアログ・ボックスで別名を変更すると、そこの別名が更新さ
れます。

「SQL プロパティー」ウィンドウ
「SQL プロパティー」ウィンドウには、SQL ビルダーが使用する SQL 文法が表示
されます。
「SQL プロパティー」ウィンドウには、以下のフィールドが含まれます。
v 「説明」。SQL 文法の名前およびバージョン。
SQL 文法は、SQL ビルダーを起動したステージによって異なります。
v 「DISTINCT」。SQL ビルダーが DISTINCT 修飾子をサポートするかどうかを
指定します。
ステージが DISTINCT 修飾子をサポートする場合は、DISTINCT オプションが選
択されます。
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第 9 章 環境変数: DB2 Connector
DB2 Connector ステージは、以下の環境変数を使用します。

CC_DB2_FILETYPEMODIFIERS
ロード・プロセス用のファイル・タイプ修飾子を指定するには、この環境変数にス
トリングを設定します。
「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロード」に設定され、かつ、「LOB
または XML 列を使用したバルク・ロード」プロパティーが「いいえ」に設定され
ている場合、この環境変数にロード・プロセス用のファイル・タイプ修飾子を指定
するストリングを設定してください。

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

CC_IGNORE_TIME_LENGTH_AND_SCALE
パラレル・キャンバス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・エンジンで実行しているコネ
クターは、タイム・スタンプ列に対して指定された長さおよびスケールを無視しま
す。例えば、この環境変数の値が設定されていない場合、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は、パラレル・キャンバス上のコネクターは、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」拡張プロ
パティーが設定されている場合を除いて、タイム・スタンプがマイクロ秒の単位ま
であるとは見なしません。
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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には、
この環境変数を設定します。
デフォルト値 3 の場合、情報メッセージと、それより重大度の高いメッセージがロ
グ・ファイルに記録されます。
以下に有効な値をリストします。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
v 6 - 致命的

CC_SE_TIMESTAMP_FF
コネクターがサーバー・ジョブで実行される場合に、小数点および小数桁がタイ
ム・スタンプ値に含まれるかどうかを指定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数に設定された値が、NONE、MICROSECONDS、または SCALE 以外の
値である場合は、この環境変数が設定されていない場合と同じ動作になります。こ
の環境変数の値では大/小文字が区別されます。この環境変数が設定されていない場
合、ジョブによって生成されるタイム・スタンプ値の末尾には小数点と 6 桁の小数
桁が含まれます。
この環境変数は以下の値に設定できます。
NONE 末尾の小数点および小数桁の両方が省略されます。
MICROSECONDS
末尾の小数点および 6 桁の小数桁が含まれます。
SCALE
末尾の小数点および S 桁の小数桁が含まれます。ここで、S は、タイム・
スタンプ列の定義にあるスケール属性の値を表します。この列に対してスケ
ール属性値が定義されていない場合、スケール属性値はゼロであると想定さ
れます。

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

CC_USE_EXTERNAL_SCHEMA_ON_MISMATCH
デザイン・スキーマと外部スキーマが一致しないときにデザイン・スキーマではな
く外部スキーマを使用するには、この環境変数を設定します。
このスキーマは、スキーマ調整のために使用されます。この環境変数の値が設定さ
れている場合、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。
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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 23. 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 24. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 24. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

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

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない
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ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。
このような目的での Cookie を含むさまざまなテクノロジーの使用の詳細について
は、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』
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商標
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については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
Intel、Itanium は、 Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびそ
の他の国における商標です。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

メタデータ

「ステージ」ページ、DB2 UDB API
ステージ 59, 60, 61
「入力」ページ、DB2 UDB API ステ

コマンド・ライン構文

ーション

63, 67

ージ

62

ソート
定義

32

ソフトウェア・サービス
連絡先

2, 4

173

132

［カ行］
概要
DB2 UDB API ステージ

［サ行］

［タ行］

サポート
お客様

大/小文字の区別 32
追加、非推奨ステージをパレットに

173

参照リンク 33
「出力」ページ、DB2 UDB API ステー

オプション・プロパティー
定義

コマンド
構文 169

「全般」タブ (続き)

132

126

お客様サポート
連絡先 173
「オプション」タブ

2

コネクターを使用するためのマイグレ

47, 135

イメージ・コピー機能
インポート

ユーザー・インターフェース

規則 169
コンテナー 1

［ア行］
異常終了

コネクター・マイグレーション・ツールの

31

プロパティーの定義 30
列定義のセットアップ 23, 29
環境変数
DB2 Connector 163
環境変数の設定 59, 109
管理クラス 47, 135
機能
DB2 UDB API ステージ 58
DB2 UDB Load ステージ 109
行カウント 45, 132
検証
実行 39, 137
高可用性
DB2 19
構成 25
データ・ソース接続 127
構文
コマンド・ライン 169
コネクター
マイグレーション 1
SQL ビルダー 139
コネクターを使用するためのマイグレーシ
ョン 1
コネクター・マイグレーション・ツール
1
コマンド・ライン・インターフェース
4
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ジ 60, 66, 67
順次ファイル・ロード方式、DB2 UDB
Load ステージ 110

バッファリング 37
バルク・ロード 31
読み取り 22, 23, 129

照合シーケンス

ルックアップ

詳細 132
商標
リスト

57

書き込み処理
データ・パーティションの指定

データ
書き込みまたはロード

32

ロード 130
データの書き込み
DB2 Connector

179

ジョブ 1
コネクターを使用するためのマイグレ
ーション 2, 4
コンパイルと実行

39, 137

処理 26
ステージ
パレットに追加 7
ステージ、パレットに見つからない 7
「ステージ」ページ、DB2 UDB API ス
テージ 59, 60, 62
ステージおよびリンク属性
変更 127
ステージ・オペレーション
列定義のセットアップ 23, 29, 128
ストレージ・クラス 47, 135
スパース・ルックアップ 26
正常終了 47, 135
製品資料
アクセス 175
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 167
設定、データベースの環境変数の
設定 12
説明
DB2 UDB API ステージ 57
「全般」タブ
「出力」ページ、DB2 UDB API ステ
ージ 66

7

28

33

28

データの読み取り 22, 129
データのロード
DB2Z ステージ 130
データベースのロード

111

データ・クラス 47, 135
データ・ソース 11
データ・ソース接続
構成 127
データ・ソートのキー列 32
データ・タイプ
データのインポート 38
データの書き込み 39
データの読み取り 38
データのロード 39
DataStage 37, 38, 39
DB2 37, 38, 39
データ・タイプ、DB2 UDB API ステー
ジ 67, 69
データ・タイプのマッピング 68
ディスク・ブロック・サイズ
指定 37
転送プロパティー
定義 131
統計 132
特殊文字
コマンド・ライン構文での 169
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文字セット

トラブルシューティング
DB2 Connector 48
トラブルシューティング、DB2 UDB API
ステージ

70

ドル記号 ($)、DB2 UDB API ステージ
69

DB オプション

［ヤ行］
ユーティリティー ID

名前付きパイプ・ロード方式、DB2 UDB
Load ステージ 110
「入力」ページ、DB2 UDB API ステー
60, 62

DB2 Connector

24, 129

列定義のセットアップ

23, 29, 128

［ラ行］
ルーティング

15, 17, 19
33

［ハ行］
パーティション
書き込み処理の指定

「入力」ページ、DB2 UDB API ステ
ージ 65

作成

ージ
31

選択 36
定義 35
バルク・ロード
処理ノード 15, 17
パレット
ステージの表示 7
パレットで見つからない

67

7

パレットにない 7
非推奨ステージ 7
プロパティー
定義 30, 131
バルク・ロードの定義 31
読み取り処理の定義 24, 129
DB2/UDB Enterprise ステージ出力
104
DB2/UDB Enterprise ステージ入力 87
「プロパティー」タブ 112
保存
メタデータ 126
ポンド記号 (#)、DB2 UDB API ステージ
69

データ

28

ノーマル・ルックアップ 25
パラレル処理 15, 17, 19

「出力」ページ
出力リンク 57

57
60, 66, 67

ロードの再実行、DB2 UDB Load ステー

「照会タイプ」 62
「ステージ」ページ

ジ 111
ロード方式、DB2 UDB Load ステージ
110, 111

「全般」タブ 60, 61
「NLS」タブ 62
説明 57

ロード・ユーティリティー 132
ロギングありでロード 132

「全般」タブ
「出力」ページ

［数字］
47, 135
47, 135

A
11

B
BatchPipes
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C

マイグレーション
コネクター 1
マッピング
データ・タイプ 38, 39
メタデータ
インポート 20, 125, 126
保存 126

CCSID 45
CC_DB2_FILETYPEMODIFIERS 環境変数
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ルックアップ 26
DB2 Load ステージ 109
DB2 UDB API ステージ 57, 59, 60, 63

ロード処理
プロパティーの定義 131, 132
列定義のセットアップ 128

AIX

39, 137

15, 17, 19

概要 57
機能 58
参照出力リンク

［マ行］
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ターゲットとして構成

セットアップ 23, 29, 128
ロード
バルク・データ 31

1 次割り振り
2 次割り振り

45

バルク・ロード・プロパティー

列定義

35

22, 127

エンコード・プロパティー
構成 9, 15, 17, 19
ジョブのコンパイルと実行
ソースとして構成 23

「出力」ページ、DB2 UDB API ステ

指定 37
パラメーター
削除 36

アクセス

59
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ジョブでの使用

ルックアップ処理
「列」タブ

バッチ・パイプ 45
バッファリング上限値

100

DB2 API ステージ 67
DB2 API ステージのインストール
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読み取り処理
プロパティーの定義

［ナ行］

ジ

D

44

59, 60, 62

66

「ステージ」ページ 59
「入力」ページ 62
データ・ソースへの接続 60
データ・タイプ 67, 69
トラブルシューティング 70
「入力」ページ 60, 62
入力リンク 57
「列」タブ
「出力」ページ 67
「入力」ページ 65
「NLS」タブ
「ステージ」ページ 59
SQL ビルダー 62
「SQL」タブ
「出力」ページ 67
「入力」ページ 65
$ と # の処理 69
DB2 UDB Enterprise ステージ 73
DB2 UDB Load ステージ 111, 112
機能 109
順次ファイル・ロード方式 110
名前付きパイプ・ロード方式 110
ロードの再実行 111
ロード方式 110, 111

DB2 ネイティブ ODBC ドライバー
構成 11
DB2 ノード 15, 17, 19
DB2Z ステージ
開始
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ジョブでの使用 125
ステージおよびリンク属性の変更
ソースとして構成

127

129

ターゲットとして構成 130
DB2/UDB Enterprise ステージ 73
例

81

DB2/UDB Enterprise ステージ出力プロパ
ティー 104
DB2/UDB Enterprise ステージ入力プロパ
ティー
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dsenv スクリプト
DSN 接頭部

9, 12
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ETL ノード
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I
IBM DB2 SQL データ・タイプ 68
IBM DB2 データベース 59, 109, 111
IBM DB2 データベース接続 60
IBM InfoSphere DataStage SQL 68
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「NLS」タブ
「ステージ」ページ、DB2 UDB API
ステージ 59, 62
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SQL ステートメント
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