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第 1 章 Informix データベースへのアクセスの構成
ジョブでデータベースにアクセスできるように、Informix® CLI、Informix
Load、Informix XPS Load、および Informix Enterprise の各ステージに対する環境変
数を構成する必要があります。環境変数の設定について詳しくは、環境変数の設定
に関するトピックを参照してください。

手順
1. データベース・クライアント・ライブラリーをインストールします。
2. Informix データベースへのアクセスを構成します。
v Informix Enterprise ステージの環境の構成。
v Informix CLI ステージ、Informix Load ステージ、および Informix XPS Load
ステージの環境の構成。

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

始める前に
v クライアント・ライブラリーをインストールします。 AIX® システムで Informix
XPS ステージを使用してジョブを実行するには、 Informix XPS サーバーと共に
Informix クライアント SDK 3.5 (すべてのモディフィケーション) をインストー
ルします。
v Informix XPS サーバーが稼働していることを確認します。

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

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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Informix CLI ステージ、Informix Load ステージ、および Informix XPS
Load ステージのアクセスの構成
Informix CLI ステージ、 Informix Load ステージ、および Informix XPS Load ステ
ージで Informix データベースにアクセスするには、環境変数の値を設定し、
.odbc.ini ファイルにデータ・ソース名 (DSN) のエントリーを追加する必要があり
ます。

始める前に
v IBM Informix サーバーをインストールします。

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

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

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

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

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。

第 1 章 Informix データベースへのアクセスの構成
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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。
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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。

ISA Lite ツールを使用したデータベース接続のテスト
データベースへの接続を確立した後、IBM Support Assistant (ISA) Lite for
InfoSphere Information Server ツールを実行してデータベース接続をテストします。
ISA Lite ツールについて詳しくは、インストール検査とトラブルシューティングに
関するトピックを参照してください。

第 1 章 Informix データベースへのアクセスの構成
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第 2 章 概要
IBM InfoSphere DataStage は、Informix データベースにアクセスする仕組みをいく
つか提供します。以下の節では、Informix 接続ステージを紹介します。章の後半に
は、インストール手順と構成情報を記載しています。
本書では、Informix データベースにアクセスする特別なデザインになっているいく
つかのステージについて記載していますが、それらのデータベースには、Dynamic
Relational Stage (DRS) を使用してアクセスすることもできます。このステージを使
用して、デザイン時に 1 つのリレーショナル・データベースを必要とし、実行時に
別のリレーショナル・データベースを必要とするジョブを作成します。このステー
ジについて詳しくは、「InfoSphere DataStage 接続ガイド: Dynamic Relational Stage
編」を参照してください。
InfoSphere DataStage を使用して、Informix データベースを対象としたデータの読み
取りおよび書き込みが可能です。この資料では、InfoSphere DataStage および
QualityStage Designer ジョブでの Informix CLI、Informix Enterprise、Informix
Load、および Informix XPS Load ステージの使用法について説明しています。
InfoSphere DataStage をインストールした場合にこれらの接続ステージを自動的にイ
ンストールするオプションがあります。それらの接続ステージは、サーバー・ジョ
ブ・パレット上の「データベース」カテゴリーに表示されます。
本書は、次の方を対象としています。
v Informix CLI、Informix Enterprise、Informix Load、および Informix XPS Load ス
テージを使用するジョブを作成または変更する InfoSphere DataStage デザイナー
v InfoSphere DataStage をインストールまたはアップグレードする InfoSphere
DataStage 管理者

Informix CLI ステージの概要
Informix CLI ステージは、Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) 規格の
Informix による実装です。InfoSphere DataStage が、Informix データベースからの読
み取りと、Informix データベースへのデータの書き込みを行えるようにします。
InformixCLI ネイティブ・プログラミング・インターフェースを使用します。
Informix CLI ステージは、次の点において ODBC ステージより優れています。
v 処理速度が速い
v UNIX プラットフォーム上での単純な構成
v Informix サーバー・ソフトウェアのバージョン 9 のサポート
v ターゲット表 DDL の拡張サポート (表の作成およびドロップ)
v ネイティブ・メタデータのインポート
Informix CLI ステージは、ネイティブ Informix 環境での SQL ステートメントの接
続および処理を可能にします。CLI プログラミング API は、ネイティブ Informix
© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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による ODBC 規格の実装であるため、Windows ユーザーは、ODBC ドライバー・
マネージャーを使用して CLI にアクセスし、ODBC データ ソース アドミニスト
レータを使用してデータ・ソースを構成する必要があります。
注: 用語 Windows は、次のものを表します。
v Windows 2000
v Windows Server 2003
要約すれば、Informix CLI ステージでは、ターゲット Informix データベースについ
て次のことを行うことができます。
v データの読み取りおよび書き込み
v 表の作成およびドロップ
v 表定義および列定義のインポート
v カスタム・ユーザー・インターフェースを使用したネイティブ・データの表示
各 Informix CLI ステージはパッシブ・ステージで、リンクを複数設定できます。

入力リンク
入力リンクで、書き込みデータを指定します。これは、Informix データベースへロ
ードされる行のストリームです。ステージによって生成された SQL ステートメン
ト、またはユーザー作成ステートメントを使用して、入力リンクのデータを指定で
きます。

出力リンク
出力リンクで、抽出データを指定します。これは、Informix データベースから読み
取られる行のストリームです。ステージによって生成された SQL SELECT ステー
トメント、またはユーザー作成ステートメントを使用して、出力リンクのデータを
指定できます。

参照出力リンク
各リンクは、Informix データベースからの読み取りでキーとなる行を示しています
(ステージで作成されるか、またはユーザーが指定した SELECT ステートメントの
WHERE 節にあるキー列を使用します)。

Informix Enterprise ステージの概要
Informix Enterprise ステージは、Informix データベースとの間でデータの読み取りお
よび書き込みを行うことができるデータベース・ステージです。

Informix Load ステージの概要
Informix Load ステージでは、IBM InfoSphere DataStage ステージ (例えば、ODBC
ステージ、Sequential File ステージなど) から表データ・ストリームを準備し、ター
ゲットの Informix データベースの表へ高速かつ効率的にロードできます。
Informix Load は、Informix DBLOAD ユーティリティーを使用するパッシブ・ステ
ージです。
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このステージは、1 つ以上のストリーム入力リンクをサポートします (出力リンク
はサポートしません)。各入力リンクは、InfoSphere DataStage ジョブ内の別個のバ
ルク・ロード・セッションに対応します。

Informix XPS Load ステージの概要
Informix XPS Load ステージは、データを Informix XPS 表にロードするパッシ
ブ・ステージです。このステージには 1 つの入力リンクがあり、出力リンクはあり
ません。入力リンクから、Informix XPS 表にロードするデータ行を提供します。

High Performance Loader (HPL) の使用に関する注意事項
Informix High Performance Loader を使用して Informix IDS 10X または XPS 8.5
データベースに対するデータの読み取りおよび書き込みを行うには、入力または出
力プロパティーで HPL の接続方式を指定します。
High Performance Loader を使用してデータを読み書きする場合、次のことに注意し
てください。
v Informix onpload データベースが存在し、設定されている必要があります。
Informix ipload ユーティリティーを一度実行してから終了することにより、確実
にデータベースを設定できます。データベースが適切に設定されていない場合
は、該当する警告が表示されます。
v High Performance Loader では、Informix の通常の動作の場合と比べて使用する共
有メモリーが大きいので、必要なセマフォーの数も多くなります。HPL で十分な
共有メモリーやセマフォーを割り振ることができないと、IBM InfoSphere
DataStage の読み書きが動作しません。共有メモリーの制限について詳しくは、シ
ステム管理者に問い合わせてください。
v HPL サーバーのインストール・ディレクトリーを指定するには、環境変数
HPLINFORMIXDIR を使用します。

HPL を使用してリモート・マシンでデータを読み込む
ローカル・マシンに Informix をインストールしなくても、High Performance Loader
により読み取ったデータをリモート・マシン上で使用できます。「出力」プロパテ
ィーの HPL 接続方式を使用します。リモート接続を行うために、マシンはクロス
マウントされている必要があります。

Informix Enterprise ステージへのリモート接続の確立
次の手順は、IBM InfoSphere DataStage が既にローカル・マシンにインストールさ
れており、リモート・マシンでパラレル・エンジンが使用可能であることを前提と
しています。

手順
1. リモート・マシン上の INFORMIX sqlhosts ファイルに TCP インターフェース
があることを確認します。リモート接続機能を使用するには、TCP インターフ
ェースは必須です。
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2. INFORMIX etc/sqlhosts ファイルをリモート・マシンからローカル・マシンのデ
ィレクトリーにコピーします。INFORMIX HPLINFORMIXDIR 環境変数をこの
ディレクトリーに設定します。
例えば、ローカル・マシン上のディレクトリーが /apt/informix である場合、
sqlhosts ファイルはディレクトリー /apt/informix/etc にある必要があり、
HPLINFORMIXDIR 変数は /apt/informix に設定されている必要があります。
3. INFORMIXSERVER 環境変数をリモート INFORMIX サーバーの名前に設定しま
す。
4. リモート INFORMIX サーバー・ノードを、$APT_ORCHHOME/../../config にある
PX ノード構成ファイルに追加し、ノード・プール・リソース制約を使用してノ
ードに対する Informix Enterprise ステージの実行を制限します。
下の構成ファイルの例では、ローカル・マシンが fastname local_machine で、
INFORMIX リモート・サーバー・マシンが fastname remote_machine です。リモ
ート・ノードのノード・プールは、任意に「InformixServer」と名付けられていま
す。構成ファイルは 2 個以上のノードを含んでいなければなりません。1 つは
ローカル・マシン用、もう 1 つはリモート・マシン用です。
5. Informix Enterprise ステージの「ステージ」ページの「詳細」タブに移動しま
す。「ノード・プールとリソースの制約」および「ノード・プール」をノード・
プール制約の名前 (上に示す構成ファイルの例では「InformixServer」) とともに
選択します。
6. 環境変数を設定します。INFORMIX データベースへのリモート・アクセスに
は、 HPLINFORMIXDIR 環境変数の 2 つの設定を使用する必要があります。1
つは、上記ステップ 2 でセットアップしたローカルの InfoSphere DataStage ワ
ークステーション用で、もう 1 つは、リモート INFORMIX データベースを持
つワークステーション用です。リモート変数はスタートアップ・スクリプト内で
設定する必要があります。スタートアップ・スクリプトはローカル・ワークステ
ーション上で作成しなければなりません。このスタートアップ・スクリプトは、
パラレル・エンジンにより自動的に実行されます。
以下は、HPLINFORMIXDIR を /usr/informix/9.4 (リモート・マシン上の
INFORMIX ディレクトリー) に設定した startup.apt ファイルの例です。
#! /bin/sh
HPLINFORMIXDIR=/usr/informix/9.4
export INFORMIXDIR
INFORMIXSQLHOSTS=$HPLINFORMIXDIR/etc/sqlhosts
export INFORMIXSQLHOSTS
shift 2
exec $*

7. 環境変数 APT_STARTUP_SCRIPT を startup.apt ファイルの絶対パス名に設定し
ます。

タスクの結果
これで InfoSphere DataStage ジョブを実行する準備ができました。このジョブは、
Informix Enterprise ステージの HPL 読み取り方式を使用してリモート INFORMIX
サーバーに接続します。リモート・サーバーに接続できない場合は、ローカル・ワ
ークステーション上の sqlhosts ファイルに対して次の変更のどちらか 1 つまたは両
方を試してください。
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v リモート INFORMIX サーバー名に対応する行の 4 列目で、INFORMIX サーバ
ー名を、リモート・ワークステーション上の /etc/services ファイルに含まれる
INFORMIX サーバーのポート番号で置換します。
v 3 列目にはリモート・ワークステーションのホスト名が含まれています。このホ
スト名をリモート・ワークステーションの IP アドレスに変更します。

構成ファイルの例
このトピックには、Informix Enterprise ステージに変更を加える前と後の構成ファイ
ルの例が含まれています。
次に、変更を加える前の IBM InfoSphere DataStage の構成ファイルの例を示しま
す。
{
node "node0"
{
fastname "local_machine"
pools "" "node0" "local_machine"resource disk
"/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node1"
{
fastname "local_machine"
pools "" "node1" "local_machine"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
}

次に、Informix Enterprise ステージ用に変更が加えられた InfoSphere DataStage の構
成ファイルの例を示します。
{
node "node0"
{
fastname "local_machine"
pools "" "local_machine"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node1"
{
fastname "local_machine"
pools "" "local_machine"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node2"
{
fastname "remote_machine"
pools "InformixServer" "remote_machine"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node3"
{
第 2 章 概要
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fastname "remote_machine"
pools "InformixServer" "remote_machine"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}

Informix ステージとパラレル・キャンバス
Informix Enterprise ステージは、パラレル・ジョブでのみ使用できます。その他の
Informix 接続ステージは、パラレル・キャンバス上で実行できます。

すべての ステージのデフォルトは「順次」です。「パラレル」は、ステージをパラ
レルで実行するように設定できることを表しますが、これはデフォルトではありま
せん。表 1 を参考にして、パラレル・キャンバスで使用できる Informix 接続ステ
ージを判別してください。
表 1. パラレル・キャンバスでの可用性

接続ステージ

Windows のパラ UNIX のパラレ
レル・キャンバ ル・キャンバス
で使用可能
スで使用可能

ソースまたはタ
ーゲットとし
て、あるいは処
理用に使用

実行 (順次また
はパラレル)

Informix CLI

はい

ソースまたはタ
ーゲット

ソース: 順次。
ターゲット: パ
ラレル

Informix Load

はい

ターゲット

順次

Informix XPS
Load

はい

ターゲット

順次

ストリング・データのマッピング
サーバー・キャンバス上の NONE マップの目的は、マップが設定されるすべてのス
テージで、ストリング・データのマッピングをオフにすることです。これにより、
データはそのまま渡されるようになります。この機能は、パラレル・キャンバスで
は処理が異なります。ストリング・データ (例えば、char、varchar) を定義するとき
に、ステージの「列」グリッドに「拡張」という追加フィールドがあります。これ
は、ブランクまたは「Unicode」に設定できます。このオプションがブランクに設定
された場合、マッピングは行われません (例えば、「NONE」)。「NLS」タブに指
定されたマップは無視されます。このオプションが「Unicode」に設定されている場
合は、NLS マップが適用されます。例えば、日本語データの読み取りまたは書き込
みを行うためには、「拡張」を「Unicode」に設定してください。ジョブ・コンパイ
ラーはこの組み合わせ (char、varchar、および Unicode) を検出すると、該当のラン
タイム・コードを生成します。
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第 3 章 Informix CLI ステージ
Informix CLI ステージでは、Informix データベースから任意の IBM InfoSphere
DataStage ステージへのデータの読み取り、および任意の InfoSphere DataStage ステ
ージから Informix データベースへのデータの書き込みを行えます。また、ネイティ
ブ・データの表示や、Informix データベースから InfoSphere DataStage へのメタデ
ータのインポートも可能です。

Informix CLI ステージの機能
Informix CLI ステージでは、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サポートします。
Informix CLI には、次の機能があります。
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。
v 「出力仕様」フィールドを使用して出力リンクの完全修飾列名を指定する能力。
(ジョブ・フロー内で ODBC ステージが Informix CLI ステージより前にある場
合、「出力仕様」フィールドを使用して入力リンクの完全修飾列名も指定できま
す。)
v ターゲット Informix データベースから表定義および列定義をインポートし、それ
らを IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに保管する能力。
v NLS (各国語サポート)。
v リジェクト行の処理。
v SQL ステートメントを入れるファイル名。
v ストアード・プロシージャー。
v データ参照。これは、ステージのカスタム GUI を使用してターゲット Informix
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する能力です。
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 Informix 表のバルク・ロード。Informix データベースへの
バルク・ロードのために Informix ローダーまたは Informix XPS ローダーを使用
し続けます。
v ODBC ステージの置換。Informix CLI ステージが ODBC ステージに取って代わ
ることはありません。ODBC ステージを使用して Informix データベースにアク
セスしてジョブを作成したユーザーは、それらのジョブを引き続き実行できま
す。
v ステージによって生成される SQL ステートメント内の非 ANSI SQL 構文。
v ステージによって生成される SQL ステートメント内のバージョン固有の SQL
構文。
v テキストおよびバイト・データ・タイプ。
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Informix CLI 接続の定義
GUI を使用して Informix CLI ステージを編集する場合、「Informix CLI ステー
ジ」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」ページ、「入力」ページ、および「出力」ページがあります (ステージへの入
力があるか、ステージからの出力があるかによって異なります)。
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、Informix データ・ソース、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分離レベル情報を定義します。「説明」フィ
ールドにステージの目的を説明するテキストを入力できます。このタブのプロパ
ティーは、Informix データ・ソースへの接続を定義します。「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、 16 ページの『文字セット・マップの定義』を参照してください。
注: このダイアログ・ボックスからステージの名前を変更することはできませ
ん。
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、使用する SQL 表と各データ入力リンクの関連列定義
を指定します。また、ここでデータの書き込み方法を指定するほか、データを
Informix 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 Informix 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。

Informix CLl ステージの定義手順
Informix CLI ステージを使用するには、使用の前に「Informix CLI ステージ」ダイ
アログ・ボックスから Informix CLI ステージを定義する必要があります。

手順
1. Informix データ・ソースに接続します。
2. オプション: 文字セット・マップを定義します。
3. Informix CLI 入力データを定義します。
4. Informix CLI 出力データを定義します。

Informix データ・ソースへの接続
Informix 接続パラメーターは、「ステージ」ページの「全般」タブで設定されま
す。 Informix データ・ソースに接続するには、次のようにします。

手順
1. アクセスする Informix データ・ソースの名前を「データ・ソース名」フィール
ドに入力します。デフォルトはありません。有効なデータ・ソースであれば何で
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も入力できますが、そのデータ・ソースが Informix データ・ソースでない場
合、予期しない結果が発生することがあります。このフィールドは必須です。
「Windows」。データ・ソースを ODBC アドミニストレーターを使用して定義
します。
「HP-UX 11.0 UNIX プラットフォーム」。Informix データベースのデータ・ソ
ース (DSN) を .odbc.ini ファイルに定義します。
2. Informix データ・ソ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。また、Informix CLI 接続では、オペレーティング・システムの認
証、または UNIX プラットフォームの .odbc.ini データ・ソース定義を使用し
て、データベースに接続します。
注: Informix CLI を使用するほかのステージと一緒に、同じジョブでソースまた
はターゲットとして Informix データベースを使用する ODBC ステージは使用
できません。
「ユーザー ID」フィールドにユーザー名がない場合、プラグインは、データ・
ソース定義に指定されているユーザー名を使用することを試みます。このユーザ
ー名がない場合、オペレーティング・システム (OS) 認証では IBM InfoSphere
DataStage ジョブを実行しているユーザーの OS ユーザー名を使用します。しか
し、プラグインが HP プラットフォームで実行されている場合、デフォルトの
InfoSphere DataStage ジョブを実行しているユーザーの OS ユーザー名にはなり
ません。
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たパスワードを「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。
HP 以外のプラットフォームで、「ユーザー ID」フィールドにユーザー名がな
い場合、「パスワード」はブランクにしてください。これはデフォルトの認証
(データ・ソース定義または OS 認証) を使用するためです。
4. 「トランザクションの分離レベル」ドロップダウン・リスト・ボックスから、使
用する適切なトランザクション分離レベルを選択します。このレベルで、当該ジ
ョブ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
が実行されます。
次のいずれかのトランザクションの分離レベルを使用します。
v 「READ UNCOMMITTED」。変更されるデータに排他ロックをかけます。
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、他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。
v 「READ COMMITTED」。変更されるデータに排他ロックをかけ、ほかのデ
ータには共有ロックをかけます。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
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ザクションからは読み取れません。共有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を変更できるようにします。これはデ
フォルトです。
v 「SERIALIZABLE」。変更されるデータに排他ロックをかけ、ほかのデータ
には共有ロックをかけます。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。
注: トランザクション分離レベルが適用されるのはログ処理をサポートしてい
るデータベースのみです。そのほかの場合は、このレベルは無視されます。
5. オプションです。「説明」フィールドに、Informix CLI ステージの説明を入力し
ます。

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。
次のボタンとフィールドを使用して、情報を指定します。
v 「ステージで使用するマップ名」。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。
v 「ジョブ・パラメーターを使用...」。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、ジョブが実行されるときに、ジョブ・パラメータ
ーに置き換えられます。
v 「すべてのマップを表示」。IBM InfoSphere DataStage 付属のすべてのマップを
リストします。
v 「ロードしたマップのみ」。現在ロードされているマップのみをリストします。

Informix CLI 入力データの定義
データを Informix データベースの表に書き込むとき、Informix CLI ステージは入力
リンクを持ちます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、GUI の
「InformixCLI ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで定義します。
「入力」ページには、「入力名」フィールド、「全般」、「列」、「SQL」タブ、
「表プロパティー」(「表のドロップ・アクション」リスト・ボックスの右側)、
「列...」、「データ参照...」ボタンがあります。
v 「入力名」。入力リンクの名前。編集するリンクを「入力名」ドロップダウン・
リスト・ボックスから選択します。このリスト・ボックスには、Informix CLI ス
テージへのすべての入力リンクが表示されます。
v 「列...」ボタンをクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表示
します。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示し
たままにしておくことができます。
v 「データ参照...」ボタンをクリックして、データ・ブラウザーを開きます。これ
によって、入力リンクに関連付けられたデータを表示できます。
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「全般」タブ
このタブで、書き込み処理の詳細を指定します。
このタブには、次のフィールドがあります。
v 「表名」。更新するターゲット表の名前。「ユーザー定義 SQL」を指定しない場
合は、「表名」を指定する必要があります。デフォルトはありません。このフィ
ールドの編集ができるのは、「更新アクション」が「ユーザー定義 SQL」以外
のときです (「ユーザー定義 SQL」の場合、読み取り専用です)。「表名」フィー
ルドの右にある「...」ボタンをクリックし、リポジトリーを参照して、表を選択
することもできます。
v 「配列サイズ」。一度にデータベースに書き込まれる行数。デフォルトの 50 行
がキャッシュされると、データベースに書き込まれます。
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。ログ処理をしないデータベース
では、このフィールドは無視されます。
v 「更新アクション」。ターゲット表の更新に使用する、ステージが生成した 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。
– 「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。トランザクションのロギングのために、パフォーマンスは低下しま
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。
– 「既存の行を完全に置換」。新しい行と同じキーを持つ、ターゲット表の既存
の行を削除してから、新しい行を表に追加します。
– 「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。
– 「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。
– 「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。
– 「ユーザー定義 SQL」。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。このオプションを選択すると、ステージが生成するデフォル
トの SQL ステートメントはオーバーライドされます。このオプションを選択
した場合、「SQL」タブにデータを入力します。
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。

第 3 章 Informix CLI ステージ
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– 「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。
– 「DDL の生成」。ステージが、「ターゲット表」、列定義グリッド、および
詳細表プロパティー (このセクションの後方の「表プロパティー」ボタンを参
照) から取得した情報を使用して、CREATE TABLE ステートメントを作成す
ることを指定します。
– 「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。
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。リストの表示項目は、こ
れらの項目が DROP TABLE ステートメントに適用できるという点以外は「表作
成アクション」リスト・ボックスと同じです。
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。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。
– 「Informix バージョン」。ターゲット Informix データベースのバージョンを
指定します。このプロパティーによって、インターフェースはデータベース・
バージョンに関連したインターフェース・エレメントを表示できます。例え
ば、「表タイプ」の適用対象はバージョン 8 だけなので、バージョン 7 やバ
ージョン 9 に対しては無効になります。
– 「表タイプ」。編集不可の「RAW」、「OPERATIONAL」、
「STANDARD」、「STATIC」のいずれかのオプションを選択します。このフ
ィールドは、Informix バージョン 8 に対してのみ有効です。
– 「ロック・モード」。編集不可の「PAGE」、「TABLE」、「ROW」のいず
れかのオプションを選択します。行ロックは、Informix バージョン 8 に対し
てのみ有効です。
– 「エクステント・サイズ」と「2 次サイズ」。これらのボタンには、整数を指
定します。GUI ではこれらの値の下限を保持しています。
– 「ストレージ式」。ターゲット・データベースに適したストレージ式を入力で
きます。これは「Informix SQL ガイド: 構文」に記述された Storage Options
節に対応しています。 検証は行われません。
v 「説明」。必要に応じて、リンクの目的を記述するテキストを入力します。

「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。
「説明」フィールド以外は、「列」メタデータ定義グリッドの場合と同様の方法で
使用され、同様の順番で現れます。ターゲット表を作成する場合、Informix CLI ス
テージはこのフィールドを使用して、Informix DATETIME 列の精度を定義します。
DATETIME 列の精度をデフォルトにする場合は、「説明」フィールドは空にしてお
く必要があります。
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InfoSphere DataStage の Time として定義された列は、Informix では、常に
「DATETIME hour to second」として作成されます。InfoSphere DataStage の
Timestamp 列は、Informix では DATETIME として作成されます。データベースの
デフォルトを使用しない場合は、「説明」フィールドを使用して、Informix
DATETIME 精度を指定します。
例えば、call_dtime が SQL Timestamp データ・タイプの列名であるとします。
Informix では日時の表現に DATETIME データ・タイプを使用するため、InfoSphere
DataStage の表現と Informix の表現との間で変換を行う必要があります。Informix
では DATETIME 列に精度を定義できます。これは、タイム・スタンプの要素の完
全なサブセットまたは連続するサブセットで表現したものです。この DATETIME
精度の仕様は、表を作成するときに指定します。
Informix CLI ステージが CREATE TABLE DDL ステートメントを作成する場合、
「説明」列に指定された値を使用して DATETIME 精度を定義します。「説明」列
で「year to day」を指定すると、call_dtime が DATETIME 列として作成されるの
で、日付は 1997-04-22 フォーマットで解釈されます。完全な ANSI のタイム・ス
タンプに対応する DATETIME 列として res_dtime を作成するには、「year to
fraction(3)」を指定します。

「SQL」タブ
このタブで、生成された照会の詳細を表示したり、あるいは、固有の照会を定義し
たりします。
このタブには、「生成」、「ユーザー定義」、「前処理」、「後処理」、「生成
DDL」、および「ユーザー定義 DDL」タブが含まれています。これらのタブを使用
して、ステージが生成した SQL ステートメントと、入力可能な SQL ステートメン
トを表示します。
v 「生成」。データの Informix への書き込みに使用する、IBM InfoSphere
DataStage が生成した SQL ステートメントを表示します。ステートメントは、
「全般」タブの「更新アクション」フィールドでの選択に基づいて生成されたも
ので、編集はできません。 「コピー」を使用してクリップボードにコピーして、
別の場所で使用することができます。このタブは、デフォルトで表示されます。
v 「ユーザー定義」。「全般」タブの「更新アクション」フィールドで「ユーザー
定義 SQL」を選択して、このタブを使用可能にします。GUI によって、このタ
ブには、ステージによって生成された SQL ステートメントがあらかじめ表示さ
れています。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。メイン・ウィンドウのサイズを変更すると、ボックス・サイズは一定
の比率で変わり、長い SQL ステートメントを表示できます。
v 「前処理」。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」および「BEFORE SQL の失敗時に続行」グリッド・プロパティーに対応し
ます。「前処理」タブと「後処理」タブは似ています。「BEFORE SQL の失敗
時に続行」と「AFTER SQL の失敗時に続行」プロパティーは、チェック・ボッ
クスで表し、SQL ステートメントはサイズ変更可能な編集ボックスに入力しま
す。
v 「後処理」。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
第 3 章 Informix CLI ステージ
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SQL」および「AFTER SQL の失敗時に続行」グリッド・プロパティーに対応し
ます。「前処理」タブと「後処理」タブは似ています。「BEFORE SQL の失敗
時に続行」と「AFTER SQL の失敗時に続行」プロパティーは、チェック・ボッ
クスで表し、SQL ステートメントはサイズ変更可能な編集ボックスに入力しま
す。
– 「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」フィールドは、列のメタデータ定義および
「表作成プロパティー」ダイアログ・ボックスに入力された情報から生成され
た CREATE TABLE ステートメントを表示します。「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。
注: オリジナルの生成 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、ほか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。

Informix へのデータの書き込み
次のセクションでは、IBM InfoSphere DataStage からデータを Informix データベー
スに書き込むときに使用する、ステージ生成とユーザー定義の SQL
INSERT、DELETE、または UPDATE ステートメントでどのような違いがあるかに
ついて説明します。

生成 SQL ステートメントの使用
デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage が作成した SQL INSERT、DELETE、
または UPDATE ステートメントを使用して、Informix 表にデータを書き込みま
す。
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このタスクについて
生成 SQL ステートメントは、このステージの入力プロパティーで指定した
InfoSphere DataStage 表定義と列定義を使用して自動的に作成されます。「SQL」タ
ブの「生成」タブには、データの書き込みに使用する SQL ステートメントが表示
されます。
生成ステートメントを使用するには、次のようにします。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブの「表名」に、表名を入力します。
2. 「更新アクション」ドロップダウン・リスト・ボックスからオプションを選択し
て、データの書き込み方法を指定します。
3. 更新アクションの説明は、 16 ページの『Informix CLI 入力データの定義』を参
照してください。
4. 「説明」フィールドに、入力リンクの説明を入力します。これはオプションで
す。
5. 「入力」ページの「列」タブをクリックします。
6. 列グリッドを編集して、書き込む列の列定義を指定します。
SQL ステートメントは、選択した更新アクションおよび指定した列を使用して
自動的に作成されます。これで、この SQL ステートメントを必要に応じて表示
できるようになります。
7. 「入力」ページの「SQL」タブをクリックしてから「生成」タブをクリックし、
作成された SQL ステートメントを表示します。ここでステートメントの編集は
できませんが、このタブにはいつでもアクセスして、生成されたステートメント
の一部を選択してコピーし、それをユーザー定義 SQL ステートメントに貼り付
けることができます。
8. 「OK」をクリックして、このダイアログ・ボックスを閉じます。ジョブ・デザ
インを保存すると変更が保存されます。

ユーザー定義 SQL ステートメントの使用
IBM InfoSphere DataStage が作成した SQL ステートメントを使用してデータを書
き込む代わりに、Informix CLI 入力リンクごとにユーザー独自の SQL
INSERT、DELETE、または UPDATE ステートメントを入力できます。

このタスクについて
SQL ステートメントには、表名、実行する更新アクションのタイプ、および書き込
む列を必ず指定します。SQL ステートメントを入力するには、次のようにします。

手順
1. 「入力」ページの「全般」タブの「更新アクション」ドロップダウン・リスト・
ボックスから、「ユーザー定義 SQL」を選択します。
2. 「SQL」ページの「ユーザー定義」タブをクリックします。デフォルトでは、ス
テージが生成した SQL ステートメントが表示されています。このステートメン
トを編集するか、SQL ステートメントを入力して、ターゲット Informix 表への
第 3 章 Informix CLI ステージ
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データ書き込みに使用する SQL ステートメントを設定します。このステートメ
ントには、表名、実行したい更新アクションのタイプ、および書き込みたい列を
記載する必要があります。
プロパティー値が {FILE} で始まっている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、そのパスが示すファイルの内容がプロパティー値になります。
データを書き込むとき、INSERT ステートメントには各ステージ入力列のパラメ
ーター・マーカー (?) を含んだ VALUES 節が必要です。UPDATE ステートメ
ントには、各ステージ入力列のパラメーター・マーカーを含んだ SET 節が必要
です。UPDATE および DELETE ステートメントには、主キー列のパラメータ
ー・マーカーを含んだ WHERE 節が必要です。パラメーター・マーカーの順番
は、ステージ・プロパティーにリストされた関連列と同じ順番でなければなりま
せん。例えば、以下のように指定します。
INSERT emp (emp_no, emp_name) VALUES (?, ?)

複数の SQL ステートメントを指定した場合、それぞれの SQL ステートメント
は別々のトランザクションとして実行されます。個々の SQL ステートメントは
セミコロン (;) で終わります。
「表作成プロパティー」ダイアログ・ボックスの「ストレージ式」編集ボックス
と同様に、非常に長い SQL ステートメントや複雑な SQL ステートメントを表
示できるようにメイン・ウィンドウのサイズを変更すると、これに合わせてこの
ボックスのサイズが変化します。
ユーザー定義 SQL ステートメントを指定しなければ、ステージは自動的に SQL
ステートメントを生成します。
3. 「OK」をクリックして、「Informix CLI ステージ」ダイアログ・ボックスを閉
じます。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

Informix CLI 出力データの定義
Informix データ・ソースからデータを読み取るとき、Informix CLI ステージは出力
リンクを持ちます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、「Informix CLI
ステージ」ダイアログ・ボックスの「出力」ページで定義します。
「出力」ページには、「出力名」フィールドと、「全般」、「列」、「選択」、お
よび「SQL」の各タブがあります。表示されるタブは、データの出力にあたって
SQL ステートメントをどのように指定したかによって異なります。「列...」ボタン
と「データ参照...」ボタンの機能は、「入力」ページのボタンと同じです。
v 「出力名」。出力リンクの名前。編集するリンクを「出力名」ドロップダウン・
リスト・ボックスから選択します。このリスト・ボックスには、すべての出力リ
ンクが表示されます。
v 「列...」をクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表示しま
す。「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示したま
まにしておくことができます。
v 「データ参照...」をクリックして、データ・ブラウザーを呼び出します。これを
使用して、出力リンクと関連付けられたデータを表示できます。
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「全般」タブ
このタブで、読み取り処理の詳細を指定します。
このタブは、デフォルトで表示されます。これは、表名、Informix から返されるプ
リフェッチ行数、および照会のタイプを入力するためのインターフェースを提供し
ます。「全般」タブには、次のフィールドがあります。
v 「表名」。このフィールドは、「生成された SQL 照会」を選択した場合にのみ
表示されます。このフィールドには、アクセス対象の Informix ソース表またはフ
ァイル名が含まれます。この表は既存の表であるか、BEFORE SQL ステートメ
ントで作成されなければなりません。デフォルトはありません。
表名が複数ある場合は、コンマ ( , ) で区切ります。また、各表の選択特権を持
っている必要があります。「ユーザー定義 SQL 照会」を指定した場合、「表
名」は無視されます。「ユーザー定義 SQL 照会」を選択しない場合には、「表
名」を指定する必要があります。
また、ジョブ・パラメーターを使用して表名を指定できます。
「表名」フィールドの右にある「...」ボタンをクリックし、リポジトリーを参照
して、表を選択することもできます。
v 「プリフェッチ行数」。InfoSphere DataStage がソース表からデータを取り出すと
きに、Informix が返す行の数です。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)。
v 「照会タイプ」。「生成された SQL 照会」と「ユーザー定義 SQL 照会」のオ
プションを表示します。「照会タイプ」は、「生成 SQL」と「ユーザー定義
SQL」グリッド・プロパティーを結合します。
– 「生成された SQL 照会」。これがデフォルトの設定で、ステージが生成した
SQL ステートメントを使用してデータを抽出することを指定します。このオプ
ションを選択すると、「生成」タブが表示されます。このステートメントを編
集することはできません。
– 「ユーザー定義 SQL 照会」。ユーザー定義 SQL 照会を使用してデータを抽
出することを指定します。このオプションを選択すると、「ユーザー定義」タ
ブが表示され、SQL ステートメントの編集ができます。
v 「説明」。出力リンクのオプションの説明が記載されます。

「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。
注: 「列」タブの「出力仕様」フィールドには、リポジトリーから表定義がロード
されたときの完全修飾の列名が含まれます。
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。Informix CLI ステージのキー
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。
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23

「選択」タブ
このタブは、主に、生成された SQL 照会で使用します。データの条件抽出をする
ためのオプションの SQL SELECT 節がここに表示されます。この節が生成された
SQL ステートメントに追加されます。

Informix からのデータの読み取り
次のセクションでは、Informix データベースからデータを IBM InfoSphere
DataStage に読み取るときに使用する、生成された照会とユーザー定義照会でどのよ
うな違いがあるかについて説明します。

生成された照会の使用
デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage が作成した SQL SELECT ステートメ
ントを使用して Informix データ・ソースからデータを抽出します。SQL ステート
メントは、ユーザーがステージ出力プロパティーに入力した表および列定義を使用
して、自動的に作成されます。
「生成された SQL 照会」を選択すると、ステージが作成した SQL SELECT ステ
ートメントを使用して、Informix データベースからデータが抽出されます。SQL
SELECT ステートメントの構文は次のとおりです。
SELECT 節 FROM 節
[WHERE 節]
[GROUP BY 節]
[HAVING 節]
[ORDER BY 節];

使用する表および Informix CLI ステージから出力される列を指定すると、SQL
SELECT ステートメントが自動的に作成されます。このステートメントは、「出
力」ページの「SQL」タブをクリックすると表示できます。
例えば、Table1 という名前の表から Name、Address、および Phone 列を抽出する
場合、「SQL」タブに表示される SQL ステートメントは次のとおりです。
SELECT Name, Address, Phone FROM Table1;

SELECT 節と FROM 節は最低限必要な節で、ステージが自動的に生成します。た
だし、次に示す SQL SELECT 節のどれでも使用できます。
v SELECT 節。データベースから選択する列を指定します。
v FROM 節。選択された列が含まれる表を指定します。
v WHERE 節。行が選択対象となるための基準を指定します。
v GROUP BY 節。行をグループ化して結果を要約します。
v HAVING 節。グループ化行が選択対象となるための基準を指定します。
v ORDER BY 節。選択された行をソートします。
SQL SELECT 節を追加して使用する場合は、それを「出力」ページの「選択」タブ
で入力する必要があります。これらの節は、ステージが生成した SQL ステートメ
ントに追加されます。このリンクが参照リンクの場合は、WHERE 節のみが使用で
きます。
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「選択」タブは 2 つの領域 (ペイン) に分かれています。長い SQL 節を表示する
ために、分割バーをドラッグして、領域のサイズを変更できます。
v 「WHERE 節」。このテキスト・ボックスには、選択対象となるデータが適合し
ていなければならない条件を指定する SQL WHERE 節を入力できます。
v 「その他の節」。このテキスト・ボックスには、GROUP BY 節、HAVING 節、
または ORDER BY 節を入力できます。

ユーザー定義照会の使用
ステージが作成した SQL ステートメントを使用する代わりに、出力リンクごとに
ユーザー独自の SQL ステートメントを入力できます。

手順
1. 「出力」ページの「全般」タブの「照会タイプ」ドロップダウン・リスト・ボッ
クスから、「ユーザー定義 SQL」を選択します。 「SQL」タブの「ユーザー定
義」タブが使用可能になります。
2. ステートメントを編集したり、選択した列をユーザー定義 SQL ステートメント
にドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。出力リンクの表定義が正しいも
のであり、必要な列を示していることを確認してください。
エントリーが {FILE} で始まっている場合、残りのテキストはパス名と解釈さ
れ、そのパスが示すファイルの内容が照会のテキストになります。
3. 「OK」をクリックして、ダイアログ・ボックスを閉じます。ジョブ・デザイン
を保存すると変更が保存されます。

データ・タイプのマッピング
IBM InfoSphere DataStage のデータ・タイプを Informix のデータ・タイプにマッピ
ングできます。入力リンクの「表の作成」プロパティーを「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具体的な入力リン
ク・プロパティーとを使用して、ターゲット表が作成されます。
Informix のデータ・タイプと InfoSphere DataStage のデータ・タイプとの間で、正
確に変換できないものもあります。例えば MONEY などです。次の表に、対応する
InfoSphere DataStage のデータ・タイプから生成される Informix のデータ・タイプ
を示します。
表 2. データ・タイプ
InfoSphere DataStage のデータ・タイプ

Informix のデータ・タイプ

SQL_BIGINT

INT8

SQL_BINARY

BYTE (サポートしていない)

SQL_BIT

BOOLEAN (Informix Universal Server 9.n で
のみサポート)

SQL_CHAR

CHAR(n)

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL(p, s)

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION
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表 2. データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage のデータ・タイプ

Informix のデータ・タイプ

SQL_FLOAT

FLOAT(n)

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

BYTE (サポートしていない)

SQL_LONGVARCHAR

TEXT

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

DATETIME HOUR TO SECOND

SQL_TIMESTAMP

DATETIME

SQL_TINYINT

サポートしていない

SQL_VARBINARY

BYTE (サポートしていない)

SQL_VARCHAR

VARCHAR(m,r)

ストアード・プロシージャーのサポート
サーバーの Informix CLI ステージから、ストアード・プロシージャーを呼び出すこ
とができます。
次の制約があります。
v 出力パラメーターはサポートしていません。
v BEFORE SQL ステートメントおよび AFTER SQL ステートメントの一部として
ストアード・プロシージャーを呼び出すことができます。このプロシージャーで
生成された結果セットはいずれも、廃棄されます。
v 「ユーザー定義 SQL」の一部としてもストアード・プロシージャーを呼び出すこ
とができます。入力リンクの場合、ストアード・プロシージャーにはステージ入
力列と同数以上の入力パラメーターが必要です。また、列のデータ・タイプは、
プロシージャーのパラメーター・タイプと一致しなければなりません。列の数よ
りも入力パラメーターの数が多い場合、リテラルまたはジョブ・パラメーターと
して指定する必要があります。
v 出力リンクと参照リンクの場合、ストアード・プロシージャーが生成する行結果
セットは、ステージ出力の列定義と一致する必要があります。さらに、参照リン
クに対するストアード・プロシージャーでは、リンクの主キー列の値に基づいて
1 行を生成しなければなりません。
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第 4 章 Informix Enterprise ステージ
Informix Enterprise ステージはデータベース・ステージです。Informix Enterprise ス
テージを使用して、IBM Informix Dynamic Server との間でデータの読み取りおよび
書き込みを行うことができます。

Informix Enterprise ステージの操作
Informix Enterprise ステージをジョブ内で使用するには、ステージのプロパティーを
設定する必要があります。設定するステージ・プロパティーは、データを Informix
データベースに書き込むのか、あるいは Informix データベースから読み取るのかに
よって異なります。

Informix データベースへのデータの書き込み
Informix データベースへデータを書き込む前に、「プロパティー」タブを使用して
ステージのプロパティーを指定する必要があります。

このタスクについて
これらのプロパティーは、データを Informix データベースに書き込むのに必要で
す。
v 「プロパティー」タブの「ターゲット」カテゴリーで、次のように行います。
– データの書き込み先となる表を指定します。
– 書き込みモードを指定します。デフォルトでは、Informix Enterprise ステージ
の入力リンクによりデータが既存の表に追加されます。表の作成、既存の表の
置き換え、または既存の表詳細を保持しながらすべての行の置き換えを選択で
きます。
「接続」カテゴリーで次の操作を行います。
– 接続方式を指定します。XPS フレームワークに接続するための「Extended
Parallel Server Fast (XPS Fast)」、HPL サーバーに接続するための「High
Performance Load (HPL)」、またはリリース 7.x 以降の任意のバージョンに接
続するための「ネイティブ」を選択できます。
– 必要があれば、接続先となるデータベースの名前を指定します。
– XPS Fast 接続方式または HPL 接続方式を指定した場合は、Informix XPS を
ホストするサーバーの名前を指定します。指定されたサーバーの名前は、
INFORMIXSERVER 環境変数から取られます。
v 書き込み処理に列メタデータを必ず指定します。

Informix データベースからのデータの読み取り
Informix データベースからデータを読み取るには、「プロパティー」タブを使用し
てステージのプロパティーを指定する必要があります。

© Copyright IBM Corp. 1997, 2014
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このタスクについて
これらのプロパティーは、データを Informix データベースから読み取るのに必要で
す。
v 「プロパティー」タブの「ソース」カテゴリーで、次のように行います。
– 読み取り方式を選択します。デフォルト値は「表」で、これは、データを表か
ら直接読み取ります。自動生成 SQL またはユーザー作成 SQL を使用したデ
ータの読み取りを選択できます。
– データの読み取り元の表を指定します。
– ユーザー作成 SQL の読み取り方式を指定する場合は、使用する SELECT SQL
ステートメントを指定します。出力リンクにより、必要に応じて編集可能な自
動生成ステートメントが提供されます。
「接続」カテゴリーで次の操作を行います。
– 接続方式を指定します。「XPS Fast」(XPS フレームワークへの接続用)、
「HPL」(HPL サーバーへの接続用)、または「ネイティブ」(Informix バージョ
ン 8.5 への接続用) を選択できます。
– 必要に応じて、接続先のデータベースの名前を指定します。
– XPS Fast 接続方式または HPL 接続方式を指定した場合は、Informix XPS が
インストールされているサーバーの名前を指定します。
v 読み取り処理に列メタデータを必ず指定します。

「ステージ」ページ
「ステージ」ページには、最大 3 つのタブ、つまり、「全般」、「詳細」、および
「NLS」があります。これらのタブを使用して、Informix Enterprise ステージのプロ
パティーを指定できます。

「全般」タブ
「全般」タブでは、オプションで、ステージの説明を指定できます。

「詳細」タブ
「詳細」タブで、プロパティーを指定する必要があります。これらのプロパティー
が、ステージの実行方法を決定します。
v 「実行モード」。実行モードは、ステージが実行する処理のタイプによって異な
ります。
表 3. 処理のタイプに基づく実行モード
処理のタイプ
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接続方式

実行モード

Informix データベースへのデ XPS Fast
ータの書き込み

パラレル

Informix データベースへのデ HPL
ータの書き込み

順次

Informix データベースへのデ ネイティブ
ータの書き込み

順次

Informix データベースからの HPL
データの読み取り

順次
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v 「結合可能モード」。結合可能モードは、デフォルトでは「自動」です。自動モ
ードでは、パラレル・ステージの演算子が同じプロセスで実行するよう結合さ
れ、パフォーマンスが高まります。
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」を選択した場合、読み取り処理により、パーティションを保持するために次
のステージに要求が送られます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル
実行が、グリッドで指定されたノード・プールやリソース・プールに制限されま
す。グリッドを使用して、ノード・プールとリソース・プールを選択します。こ
の選択は、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、パラレル実行が、定
義したノード・マップのノードに制限されます。ノード・マップを定義するに
は、テキスト・ボックスにノード番号を入力するか、参照ボタンをクリックして
「使用可能なノード」ウィンドウからノードを選択します。

「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブを使用して、Informix Enterprise ステージの文字セット・マッ
プを入力できます。「NLS マップ」タブは、プロジェクトまたはジョブのデフォル
ト文字集合マップを上書きします。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。

「入力」ページ
「入力」ページで、Informix Enterprise ステージが Informix 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。この詳細を指定するには、「全般」、「プ
ロパティー」、「パーティション」、「列」、および「詳細」タブを使用します。
Informix ステージには、1 つの表にデータを書き込む入力リンクを 1 つだけ設定で
きます。

「全般」タブ
「全般」タブでは、オプションで、ステージの説明を指定できます。

「列」タブ
「列」タブで、入力データの列定義を指定できます。

「詳細」タブ
「詳細」タブで、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。

「プロパティー」タブ
「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。
プロパティーによって、入力データを書き込む方法と、データの書き込み先が決定
されます。指定が必要な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、このタブでは赤で
表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
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以下の表に、プロパティーとその属性を要約します。表の後に、各プロパティーの
詳細を説明します。
表 4. 入力リンク・プロパティーおよび値
カテゴリーおよびプ
ロパティー

値

デフォルト

必須 ?

v 追加

追加

はい

表名

N/A

はい

v XPS Fast

XPS Fast

はい

偽

はい (「接続方式」=
「ネイティブ」の場
合)

ターゲット
「ターゲット」カテ
ゴリー

v 作成
v 置換
v 切り捨て

表
接続
接続方式

v HPL
v ネイティブ
リモート・サーバー

v 真
v 偽

ユーザー

ユーザー ID

N/A

はい (「接続方式」=
「ネイティブ」かつ
「リモート・サーバ
ー」=「真」の場合)

パスワード

パスワード

N/A

はい (「接続方式」=
「ネイティブ」かつ
「リモート・サーバ
ー」=「真」の場合)

データベース

データベース名

N/A

はい

サーバー

サーバー名

N/A

いいえ

クローズ・コマンド

クローズ・コマンド
SQL ステートメント

N/A

いいえ

オープン・コマンド

オープン・コマンド
SQL ステートメント

N/A

いいえ

表にない列を自動的
にドロップ

v 真

偽

はい

デフォルト・ストリ
ング長

ストリング長
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はい

オプション

v 偽

「ターゲット」カテゴリー
「ターゲット」で、書き込みモードと宛先表を指定する必要があります。
書き込みモード
利用可能な次の値のなかから選択します。
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v 「追加」: 表に新しいレコードを追加します。このモードで書き込むデータベー
ス・ユーザーはリソース権限を持っている必要があります。これはデフォルト・
モードです。
v 「作成」: 新規表を作成します。このモードで書き込むデータベース・ユーザー
はリソース権限を持っている必要があります。指定した表名と同じ名前の既存の
表がある場合、ステージはエラーを返します。
v 「置き換え」 既存の表を削除し、新しい表を作成します。このモードで書き込む
データベース・ユーザーはリソース権限を持っている必要があります。
主キーを持つ表の作成または置換はできません。メタデータに主キーを指定しな
いでください。
v 「切り捨て」: 表属性を保持したまま既存のレコードを破棄し、新しいレコード
を付加します。ユーザーがリソース権限を持たない場合、このモードではステー
ジの実行速度が低下します。

表
データの書き込み先となる Informix 表の名前を指定します。「表」プロパティーに
は、次の従属プロパティーがあります。
v 選択リスト
書き込まれる列を決定するリストを指定します。リストを指定しなければ、すべ
ての列にデータが書き込まれます。

「接続」カテゴリー
「接続」カテゴリーで、「接続方式」、「リモート・サーバー」、「ユーザー」、
「パスワード」、「データベース」、および「サーバー」プロパティーを指定する
必要があります。
接続方式
Informix データベースへの接続に使用する方式を指定します。
v 「XPS fast」: Informix XPS (バージョン 8.5) データベースへの接続に使用しま
す。IBM InfoSphere DataStage は、XPS フレームワークに直接接続します。
v 「HPL」: このオプションは、High Performance Loader (HPL) を使用して
Informix サーバー (バージョン 9.4、10.0) に接続するのに使用します。
v 「Native」: ネイティブ・インターフェースを使用する Informix のバージョン
(バージョン 9.4、10.0) への接続にこのオプションを使用します。
リモート・サーバー
このオプションは、「ネイティブ」接続方式を選択した場合にのみ使用可能です。
デフォルト値は「偽」です。「真」を選択した場合は、リモート・サーバーの認証
詳細を指定する必要があります。
ユーザー
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このオプションは、「接続方式」を「ネイティブ」に設定し、「リモート・サーバ
ー」オプションを「真」に設定している場合にのみ使用可能です。リモート・デー
タベースに接続する際に使用するユーザー ID を指定します。
パスワード
このオプションは、「接続方式」を「ネイティブ」に設定し、「リモート・サーバ
ー」オプションを「真」に設定している場合にのみ使用可能です。「ユーザー」オ
プションで指定したユーザー ID を使用してリモート・データベースに接続する際
に使用するパスワードを指定します。このパスワードは暗号化されます。
データベース
必要に応じて、「表」プロパティーにより指定される表を含む、Informix データベ
ースの名前を指定します。
サーバー
このオプションは、「接続方式」を「XPS Fast」または「HPL」に設定している場
合にのみ使用可能です。Informix XPS サーバーの名前を指定します。

「オプション」カテゴリー
「オプション」カテゴリーには以下のオプションがあります。
クローズ・コマンド
表が書き込まれた後で、解析され、すべての処理ノード上の Informix サーバーによ
って実行される Informix SQL ステートメントを指定します。
オープン・コマンド
表が開かれる前に、解析され、すべての処理ノード上の Informix サーバーによって
実行される Informix SQL ステートメントを指定します。
表にない列を自動的にドロップ
このプロパティーを使用すると、既存の表の列に対応しないすべての入力列を警告
を出してドロップします。ドロップするように指定しなければ、一致しない列が検
出されるとエラーが発生し、関連する処理が停止されます。
デフォルト・ストリング長
ストリングの列のデフォルトの長さを設定します。ここで長さを指定しなければ、
デフォルトの長さは 32 バイトになります。最大 255 バイトの長さまで指定できま
す。

「パーティション」タブ
「パーティショニング」タブでは、入力データを Informix 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できます。ま
た、データが Informix データベースに書き込まれる前にソートされるよう指定する
こともできます。
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デフォルトでは、Informix Enterprise ステージはデータを「自動」モードでパーティ
ション化します。「自動」モードは、現行ステージおよび先行ステージについて指
定された実行モードおよび構成ファイル内に指定されているノード数に基づく最適
なパーティション方式です。
ステージが順次モードで動作している場合、ステージは、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を収集してから、データをファイルに
書き込みます。
このデフォルトの動作は、「パーティション」タブを使用してオーバーライドでき
ます。このタブに設定したオプションの振る舞いは、先行ステージまたは現行ステ
ージのジョブがパラレル・モードで実行されるように設定されているか、または順
次モードで実行されるように設定されているかによって異なります。
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」ドロップダウン・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。選択したパーティション・タイプは、現在のパーティションよりも優先
されます。
ステージが順次モードで実行されるように設定され、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」ドロップダウン・リストか
らコレクション方式を設定できます。選択したコレクション方式は、デフォルトの
コレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。デフォルトでは、Informix Enterprise ステージはデータを「自動」モ
ードでパーティション化します。「自動」モードは、現行ステージおよび先行ス
テージの実行モードおよび構成ファイル内に指定されているノード数に基づいて
最適なパーティション方式を提供します。
v 「すべて」。書き込まれる各ファイルでデータ・セット全体が受け入れられま
す。
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の値に基づ
いてパーティションに分割されます。
v 「モジュラス」。レコードは「選択可能」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に分割されます。これは、タグ列のパーティ
ション化で一般的に使用される方式です。
v 「ランダム」。レコードは乱数ジェネレーターの出力に基づいてランダムにパー
ティションに分割されます。
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。ラウンドロビン・パーティション方式では、最
初の入力パーティションから始めて、順に各パーティションから 1 つずつレコー
ドを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、読み取り処理
は再度、最初のレコードから開始します。
v 「同じ」。現在のパーティションが保存されます。
v 「範囲」。データ・セット内のレコードが、1 つ以上のパーティション・キーに
基づいて、ほぼ等しいサイズのパーティションに分割されます。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際の前処理の手順としてよく用
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いられる方法です。その他のプロパティーを設定する必要があります。そのプロ
パティーは「プロパティー」ボタンをクリックすると表示されます。
次のコレクション方式が利用できます。
v 「自動」。Informix Enterprise ステージのデフォルトのデータ・コレクション方式
は「自動」です。「自動」モードは、どの入力パーティションからのどの行を読
み取る場合にも使用できます。
v 「順番に処理」。 1 つのパーティション内のすべてのレコードを読み取った後
で、次のパーティションのレコードを読み取ります。
v 「ラウンドロビン」。 最初の入力パーティションから始めて、順次各パーティシ
ョンから 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到
達すると、読み取り処理は再度、最初のレコードから開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの 1 つ以上の列に基づいた順序で、レコードを読
み取ります。この方式を使用する場合、「選択可能」リストからコレクション・
キー列を選択する必要があります。
データがデータベースに書き込まれる前に入力リンクをソートするよう指定できま
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
タがパーティションに分割される場合、ソート処理は、データがパーティションに
分割される前に実行されます。ステージでデータがコレクティングされる場合は、
ソート処理は、データがコレクティングされる前に実行されます。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。使用可能なオプションは、以下のとおりです。
v 「ソートを実行」。リンクに着信するデータをソートします。「利用可能」リス
トからソートする列を選択します。
v 「ステーブル」。以前にソートされたデータ・セットを保持します。このオプシ
ョンがデフォルトです。
v ユニーク。複数のレコードが同じソート・キー値を持っている場合にレコードを
1 つだけ保存します。「ステーブル・ソート」オプションも設定されている場合
には、最初のレコードが保存されます。
NLS が使用可能な場合には、ソート処理の照合規則を指定するロケールを選択でき
ます。NLS ボタンをクリックして、目的のロケールを選択します。
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。キーを使用
するパーティション方式を利用する場合には、その列がソートのキーとして使われ
るのか、パーティションのキーとして使われるのか、あるいは両方に使われるのか
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・メニューを開きます。

「出力」ページ
「出力」ページで、Informix Enterprise ステージが Informix 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。
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この詳細を指定するには、「全般」、「プロパティー」、「列」、および「詳細」
タブを使用します。

「全般」タブ
「全般」タブでは、オプションで、ステージの説明を指定できます。

「列」タブ
「列」タブで、入力データの列定義を指定できます。

「詳細」タブ
「詳細」タブで、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。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブでは、リンクの動作の詳細を指定できます。
出力リンクに設定したプロパティーによって、入力データの読み取り方法と、読み
取る元の表が定義されます。指定が必要な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、
このタブ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。
以下の表に、プロパティーとその属性をリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 5. 出力リンク・プロパティーおよび値
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須 ?

従属

v 表

表

はい

N/A

ソース
読み取り方式

v 自動生成 SQL
v ユーザー定義
SQL
表

表名

はい

N/A
はい (「読み取
り方式」=「表」
または「自動生
成 SQL」の場合)

選択リスト

リスト

N/A

いいえ

表

WHERE 節

フィルター

N/A

いいえ

表

パーティション
表

表

N/A

いいえ

表

照会

SQL 照会

N/A

N/A
はい (「読み取
り方式」=「ユー
ザー定義」また
は「自動生成
SQL」の場合)

接続
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表 5. 出力リンク・プロパティーおよび値 (続き)
カテゴリーおよ
びプロパティー

値

デフォルト

必須 ?

従属

接続方式

v XPS Fast

XPS Fast

はい

N/A

偽

N/A
はい (「接続方
式」=「ネイティ
ブ」の場合)

v HPL
v ネイティブ
リモート・サー
バー

v 真

ユーザー

ユーザー ID

N/A

N/A
はい (「接続方
式」=「ネイティ
ブ」かつ「リモ
ート・サーバ
ー」=「真」の場
合)

パスワード

パスワード

N/A

N/A
はい (「接続方
式」=「ネイティ
ブ」かつ「リモ
ート・サーバ
ー」=「真」の場
合)

データベース

データベース名

N/A

いいえ

N/A

サーバー

サーバー名

N/A

いいえ

N/A

v 偽

ソース・カテゴリー
「ソース」カテゴリーを使用して、「読み取り方式」、「表」プロパティー、およ
び「照会」プロパティーを指定します。
読み取り方式
デフォルトの読み取り方式は「表」です。「表」プロパティーを使用して読み取り
方式を指定するには「表」を選択します。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自動的に SQL 照会を生成するには、「自動生成
SQL」を選択します。ユーザー独自の SQL 照会を定義する場合は「ユーザー定義
SQL」を選択します。
「表」
データの読み取り元となる Informix 表の名前を指定します。形式
table_owner.table_name のように、表名の前に表オーナー名を付加できます。
v WHERE 節
SQL ステートメントの WHERE 節の一部として使用する選択条件を指定しま
す。この条件によって、表の行がデータ・セットに含められるか除外されるかが
決定されます。
v 選択リスト
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読み取られる列を決定するリストを指定します。リストを指定しなければ、ステ
ージですべての列が読み取られます。このリストに書式制御文字を含めないでく
ださい。
v パーティション表
このプロパティーを指定すると、表が断片化されている場合に表の断片ごとにス
テージのインスタンスが 1 つ作成され、パフォーマンスを改善できます。表が複
数のノードにわたって断片化されている場合、このプロパティーで 1 ノードの 1
つの断片ごとに 1 つのステージ・インスタンスが作成されます。表が断片化して
いる場合にこのオプションを指定しないと、実行速度は低下しますが、ステージ
は正常に機能します。このプロパティーを指定するにはリソース権限が必要で
す。このプロパティーは、接続方式「XPS Fast」および「ネイティブ」にのみ使
用できます。
これらの従属プロパティーは、「読み取り方式」に「自動生成 SQL」ではなく
「表」を指定している場合にのみ使用可能です。
「照会」
このプロパティーは、「読み取り方式」で「ユーザー定義 SQL」または「自動生成
SQL」を選択した場合に、 SQL 照会を組み込むために使用します。「自動生成
SQL」を使用している場合、表を選択して列定義を指定することで、照会を生成さ
せる必要があります。

「接続」カテゴリー
「接続」カテゴリーで、「接続方式」、「リモート・サーバー」、「ユーザー」、
「パスワード」、「データベース」、および「サーバー」プロパティーを指定する
必要があります。
接続方式
Informix データベースへの接続に使用する方式を指定します。
v 「XPS fast」: Informix XPS (バージョン 8.5) データベースへの接続に使用しま
す。IBM InfoSphere DataStage は、XPS フレームワークに直接接続します。
v 「HPL」: このオプションは、High Performance Loader (HPL) を使用して
Informix サーバー (バージョン 9.4、10.0) に接続するのに使用します。
v 「Native」: ネイティブ・インターフェースを使用する Informix のバージョン
(バージョン 9.4、10.0) への接続にこのオプションを使用します。
リモート・サーバー
このオプションは、「ネイティブ」接続方式を選択した場合にのみ使用可能です。
デフォルト値は「偽」です。「真」を選択した場合は、リモート・サーバーの認証
詳細を指定する必要があります。
ユーザー
このオプションは、「接続方式」を「ネイティブ」に設定し、「リモート・サーバ
ー」オプションを「真」に設定している場合にのみ使用可能です。リモート・デー
タベースに接続する際に使用するユーザー ID を指定します。
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パスワード
このオプションは、「接続方式」を「ネイティブ」に設定し、「リモート・サーバ
ー」オプションを「真」に設定している場合にのみ使用可能です。「ユーザー」オ
プションで指定したユーザー ID を使用してリモート・データベースに接続する際
に使用するパスワードを指定します。このパスワードは暗号化されます。
データベース
必要に応じて、「表」プロパティーにより指定される表を含む、Informix データベ
ースの名前を指定します。
サーバー
このオプションは、「接続方式」を「XPS Fast」または「HPL」に設定している場
合にのみ使用可能です。Informix XPS サーバーの名前を指定します。

「オプション」カテゴリー
「オプション」カテゴリーを使用して、クローズ・コマンドおよびオープン・コマ
ンドを指定します。
クローズ・コマンド
表選択または照会の完了後に、解析され、すべての処理ノード上の Informix サーバ
ーによって実行される Informix SQL ステートメントを指定します。
オープン・コマンド
必要があれば、読み取り照会が準備されて実行される前に、解析され、データベー
スによってすべての処理ノード上で実行される Informix SQL ステートメントを指
定します。
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第 5 章 Informix Load ステージ
Informix Load ステージは、表データ・ストリームをターゲットの Informix データ
ベースの表にロードするパッシブ・ステージです。

Informix Load ステージの機能
Informix Load ステージは次の機能をサポートしています。
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。
v 自動バルク・ロードのために、Informix DBLOAD ユーティリティーを使用する
オプション。これは、Informix サーバーと同一マシンの管理アカウントから IBM
InfoSphere DataStage ジョブを実行する場合に有効です。
v 1 つの Informix Load ステージによる複数のバルク・ロード処理。
v ユーザー指定が可能なリンク・プロパティーに対して引数を使用できるリンク前/
リンク後外部ユーザー・ルーチン。表名、データベース名、制御ファイル名、お
よびデータ・ファイル名などのリンク・プロパティー値は、実行時に置き換えら
れます。
これらの外部ルーチンを使用してリンク前処理 (例えば、カスタマイズ表クリー
ンアップの開始) やリンク後処理 (例えば、カスタムまたはリモート・バルク・ロ
ードの開始、一時ファイルのドロップ、ファイル転送やリモート処理の開始、バ
ルク・ロード前にドロップされた表索引の再作成など) を実行できます。
v NLS (各国語サポート) のサポート。
次の機能はサポートされません。
v 単一リンクからの複数の表のバルク・ロード (これは、カスタマイズ制御ファイ
ルを提供することでのみ対応可能)。
v 固定幅レコード・データ・ファイル・フォーマットの生成。
v 単一バルク・ロード・セッションに対する複数データ・ファイル (これは、
Informix Load ステージによる複数リンクの使用によってのみ対応可能)。
v 自動バルク・ロード・オプションは、Windows Informix サーバーと同一マシンの
管理アカウントから InfoSphere DataStage ジョブを実行するときにのみ機能しま
す。ほかの方法として、外部リンク後処理ルーチンを提供することで自動バル
ク・ロードを使用できます。
バルク・ロード処理は、ロードの前に表をクリーンアップしません。外部リンク前
処理ルーチンを使用して、表のクリーンアップを開始します。

Informix Load ステージで使用する用語
本書で使用される Informix 用語を、以下で説明します。
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リンク前処理ルーチンおよびリンク後処理ルーチン (before-link and after-link
routines)
特定のリンクについてのすべてのリンク関連アクティビティーの前または後
でアクションを実行する、ユーザーが指定する外部ルーチンまたはプロセ
ス。例えば、バルク・ロード前の表のクリーニング。
Bulk Load ステージ (Bulk Load stage)
IBM InfoSphere DataStage ジョブにおいて、表データのストリームを取り込
んでターゲット・データベースの表にロードする役割を果たすパッシブ・ス
テージ。
制御ファイル (control file)
単一のリンクから 1 つ以上の表をバルク・ロードするためのコマンドで構
成されるファイル。
データ・ファイル (data file)
ロードされる入力リンクからの行/列データで構成される ASCII ファイル。
ローカル・バルク・ロード
InfoSphere DataStage ジョブと Informix サーバーが両方とも同じ物理マシン
上にある場合に発生するバルク・ロード。
リモート・バルク・ロード
InfoSphere DataStage ジョブと Informix サーバーが両方とも異なる物理マシ
ン上にある場合に発生するバルク・ロード。
サーバー
Informix Load ステージを使用するために接続する Informix データベース。
:

ローカル処理とリモート処理
Informix Load は、ローカル・バルク・ロードとリモート・バルク・ロードの両方を
サポートします。
最大バルク・ロード・パフォーマンスを実現するためには、Informix データベー
ス・サーバーがインストールされているのと同じマシン上で Informix Load ステー
ジをローカルで使用してください。Informix Load ステージのデフォルト設定では、
ローカル・バルク・ロード処理と解釈されます。
ローカル処理の場合、Informix Load ステージの必須リンク・レベル設定は、次のも
のだけです。
v データベース・サーバー名
v データベース名
v 表名 (カスタム制御ファイルが存在しない場合)
ただし、追加のリンク・レベル・プロパティーを使用して、Informix Load ステージ
の有効範囲をカスタマイズまたは拡大する (例えば、リモート・バルク・ロードに
対応できるようにする) 場合があります。
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データ・タイプの定義
以降の節では、DATETIME 定義および DATE 定義について説明します。

DATETIME に関する考慮事項
Informix では、有効な DATETIME データ・タイプは、yyyy-mo-dd hh:mi:ss:ff...
か、または直前のストリングの連続するサブセット (例えば、mo-dd hh) のどちらか
です。そのようなサブセットを含むよう定義された列は、完全な ANSI DATETIME
を受け入れません。
したがって、データ・ファイル内で生成された DATETIME タイプは、表内の実際
の列に定義されている DATETIME タイプと一致するものです。Informix DDL と整
合したものにするために、すべての DATETIME 列 (デフォルトを除く) の出力仕様
に次のものを定義する必要があります。
式

説明

Hour to Fraction(5)
精度 5 の、時間で始まり、小数部で終わる、部分的な ANSI DATETIME
タイプ。
Hour to Second
時間で始まり、秒で終わる、部分的な ANSI DATETIME タイプ。
Month to Minute
月で始まり、分で終わる、部分的な ANSI DATETIME タイプ。
Year to Fraction(3)
デフォルト値です。精度 3 の完全 ANSI DATETIME。

Informix Load ステージを使用した DATE に関する考慮事項
Informix では、DBLOAD バルク・ローダーによる DATE データ・タイプの変換処
理は、DBDATE または GL_DATE 環境変数の設定値によって異なります。例え
ば、DBDATE が DMY4 に設定された場合、xx-yy-zzzz ストリングは、zzzz 年の yy
月の xx 日と解釈されます。
Informix Load は、DBLOAD ユーティリティーの日付形式用に DBDATE または
GL_DATE 環境変数を自動的に読み取ることはできません。InfoSphere DataStage ジ
ョブを実行できるのは、Informix サーバーがインストールされているものとは別の
物理マシン上であるためです。
デフォルトの DBDATE Informix 設定は MDY4 です。DBLOAD は、DBDATE 設
定が Y4MD の場合にのみ、日付 xxxx-yy-zz 形式を変換します。それ以外の場合
は、ストリングを日付に変換する際にエラーが発生します。
DBLOAD ユーティリティーは、DBDATE 設定に関係なく、次のものを正しく解釈
します。
v - または / としての日付区切り文字
v 4 桁年ではなく、2 桁年 (MDY4 は、例えば、xx-yy-zz 形式を持つ日付の場合、
MDY2 と同じです)
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Informix データベースのバルク・ロード
IBM InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントを使用して、Informix データ
ベースをバルクでロードできます。

手順
1. Informix Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. Informix Load ステージをそのデータ・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。
4. 「入力」タブに適切なプロパティー値を追加します。
5. ジョブをコンパイルします。
6. 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 ジョブをデザイナーから実行します。
v InfoSphere DataStage ディレクターを使用して、ジョブを実行するかスケジュ
ールに入れます。
7. 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。

リンク・プロパティー
Informix Load は、IBM InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントに表示され
る次のリンク・プロパティーをサポートします。
次の表には、以下の列見出しが含まれています。
v 「プロパティー」は、該当するプロパティーのプログラムで確認できる名前で
す。
v 「プロンプト」は、ステージ・エディターのユーザー・インターフェースに表示
されるテキストです。
v 「デフォルト」は、値の指定がなかった場合に使用されるテキストです。
v 「ヘルプ・テキスト」は表に追加され、プロパティーを説明します (このテキス
トは、Informix Load ステージを使用しても見えません)。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

表名

ストリング

なし

(制御ファイルが指定
されていない場合は
必須) ロード先の表
名。

データベース名

ストリング

なし

(必須) ターゲット表
が置かれているデー
タベースの名前。

サーバー名

ストリング

なし

(必須) ターゲット表
が置かれている
Informix サーバーの
名前。

接続ガイド: IBM Informix データベース編

プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

DBLOAD を実行

ストリング・リスト

はい

(「はい」、「いい
え」) ローカル
DBLOAD ユーティリ
ティーを自動的に実
行するかどうかを指
定します。Informix
データベースとは別
の物理マシンに
Informix Load ステー
ジ・ジョブがある場
合、これは「いい
え」に設定する必要
があります。

16 進拡張文字

ストリング・リスト

はい

(「はい」、「いい
え」) 文字フィールド
で 16 進拡張を認識
します。

表ロック

ストリング・リスト

はい

(「はい」、「いい
え」) バルク・ロード
時に正規の表ロック
を提供するかどうか
を指定します。

排他ロック

ストリング・リスト

はい

(「はい」、「いい
え」) バルク・ロード
時に排他表ロックを
提供するかどうかを
指定します。

フィールド区切り文
字

ストリング

なし

フィールド区切り文
字。区切り文字自体
を表す場合は円記号
(¥) を前に付けます。
円記号 (¥) を表す場
合は、円記号 (¥) を
2 回入力します。デ
ータ内に円記号 (¥)
がある場合、NLS の
有無に関係なく、適
切な変換のために、
フィールド区切り文
字を設定する必要が
あります。

第 5 章 Informix Load ステージ
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

リンク前処理ルーチ
ン

ストリング

なし

リンク・プロパティ
ー値を参照する引数
を持つ外部プロセス
またはルーチンの有
効な任意の名前 (例え
ば、xxx.bat
%CTRFILE%
%DATAFILE%
%ERRLOG%)。パーセ
ント (%) 区切り文字
で囲まれた引数は、
プログラム管理下の
プロパティー名に対
応しています。この
処理は、リンク・ア
クティビティーの前
に実行されます。

リンク後処理ルーチ
ン

ストリング

なし

リンク・プロパティ
ー値を含む引数を持
つ外部プロセスまた
はルーチンの有効な
任意の名前 (例えば、
Postlink.bat
%CTRFILE%
%DATAFILE%
%ERRLOGFILE%)。
パーセント (%) 区切
り文字で囲まれた引
数は、プログラム管
理下のプロパティー
名に対応していま
す。この処理はすべ
てのリンク・アクテ
ィビティーの完了後
に実行されます。

制御ファイル

ストリング

なし

このプロパティーに
有効なカスタム制御
ファイル名があれ
ば、このファイルが
使用され、「表名」
プロパティーは無視
されます。そうでな
い場合は、
database_table.ctl ファ
イルが生成されます
(ファイル名はデータ
ベース名と表名のプ
ロパティー値の組み
合わせです)。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

データ・ファイル

ストリング

なし

このプロパティーに
有効なファイル名が
あれば、このファイ
ルが生成されます。
そうでない場合は、
database_table.dat フ
ァイルが生成されま
す (ファイル名はデー
タベース名と表名の
プロパティー値の組
み合わせです)。

エラー・ログ・ファ
イル

ストリング

なし

このプロパティーに
有効なファイル名が
あれば、このファイ
ルが生成されます。
そうでない場合は、
ユニークな
database_table.log フ
ァイルが生成されま
す (ファイル名はデー
タベース名と表名の
プロパティー値の組
み合わせです)。

ディレクトリー名

ストリング

なし

すべての生成された
ファイルを入れる完
全ディレクトリー・
パス。空の場合、現
行ディレクトリーが
想定されます。

日付/時間形式

ストリング

なし

表内のすべての列を
対象とする Informix
DDL を基にしたデフ
ォルト DATETIME
データ・タイプの形
式。個々の列は、そ
の説明属性でこの設
定をオーバーライド
できます。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

日付形式

長整数

なし

有効な日付形式は次
のとおりです。1 mm-dd-yyyy 2 dd-mm-yyyy 3 yyyy-mm-dd
DATE タイプは、
DBDATE または
GL_DATE 環境変数
で定義したタイプに
対応する必要があり
ます。
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最大不正行

長整数

10

バルク・ロードが異
常終了とされるまで
に許される最大不良
行数。

行バッチ・サイズ

長整数

100

コミットするまでに
処理する行数。

無視する行

長整数

0

行の無視を開始する
行。
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第 6 章 Informix XPS Load ステージ
Informix XPS Load ステージは、Informix XPS 表にデータをロードします。

Informix XPS Load ステージの機能
Informix XPS Load には次の機能があります。
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。
v NLS (各国語サポート)。
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 順次ファイルと名前付きパイプを使用したバルク・ロード。
v 即時ロードと遅延ロード。
v ターゲット表の作成。
v エクスプレス・ロード・モードとデラックス・ロード・モード。
次の機能はサポートされません。
v 出力リンク
v メタデータのインポート

ロード方式
順次ファイル方式または名前付きパイプ方式を使用して、Informix XPS 表にデータ
をロードできます。
「ロード方式」プロパティーの値によって、どちらの方式でデータをロードするか
が決定されます。順次ファイル方式の値は「DISK」、名前付きパイプ方式の値は
「PIPE」です。

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と、入力リンクからの行は、中間
データ・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。
行が書き込まれたデータ・ファイルは、「自動ロード」プロパティーの値に応じ
て、直ちにロードされるか、または据え置くことができます。
「直ちに」。「自動ロード」を「はい」に設定した場合、IBM InfoSphere DataStage
ジョブは表を自動的にロードします。順次ファイルを使用した自動ロードの場合、
入力リンクからの行で構成されるデータ・ファイルが作成され、すべての行が入力
リンクから読み取られた後でターゲット表にロードされます。順次ファイル方式を
使用した自動ロードは、このデータ・ファイルが構成されるまでデータをロードで
きないため、名前付きパイプ方式よりも時間がかかります。
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「DEFERRED」。「自動ロード」を「いいえ」に設定した場合、入力リンクからの
行で構成されるデータ・ファイルが作成されますが、データはターゲット表にロー
ドされません。また、SQL ステートメントが含まれているファイルが生成されま
す。このデータ・ファイルと SQL ファイルを手作業で編集し、ロード・プロセス
の高度なカスタマイズや、ロード前の入力データのフィルタリングを行うことがで
きます。その後、これらのファイルを任意の Informix XPS ホスト・システムに移
動して、実行することができます。
データ・ファイルは、SQL ファイルを dbaccess ユーティリティーへの入力として
使用して、後で手作業でロードすることができます。この方式は、InfoSphere
DataStage サーバーが、Informix XPS サーバーまたはコサーバーをホストするシス
テム上にない場合に使用します。

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と、入力リンクからの行は、デ
ータの終わりになるまでデータをロードするための名前付きパイプに継続して入力
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。入力リンクから行が受け取られ、実際のロード・プロセスが
開始されるまでに時間の遅延はありません。

ターゲット表のロード
Informix XPS Load では、ターゲット表のロード用に、次の 3 つの「ロード・アク
ション」プロパティー値をサポートしています。
IBM InfoSphere DataStage 列がどのように Informix 列に変換されるかについては、
50 ページの『ターゲット表の作成』を参照してください。
v 「切り捨て」。このデフォルト値は、ロードを開始する前に表からすべての既存
の行を削除します。
v 「作成」。Informix XPS Load は、ターゲット・データベース上に表を作成しま
す。この値は、表タイプ、フラグメンテーション方式、およびストレージ割り振
りを指定するプロパティーを使用した表の作成をサポートします。
v 「追加」。この値は、ターゲット表に既にデータが入っているかどうかに関係な
く、データをロードします。制約違反となる場合があります。ただし、リジェク
ト行は、構成可能なリジェクト・ファイルに書き込まれます。
「ロード・アクション」プロパティーについて詳しくは、 51 ページの『プロパティ
ー』を参照してください。

ロード・モード
「ロード・モード」プロパティーによって、表をエクスプレス・モードでロードす
るか、デラックス・モードでロードするかが決まります。このプロパティーが指定
されない場合、デフォルトのロード・モードは表タイプによって決まります。
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データ・タイプ
DATETIME データ・タイプおよび DATE データ・タイプには、特別な考慮が必要
です。

Informix Load ステージを使用した DATETIME に関する考慮事
項
Informix では、有効な DATETIME 形式は、yyyy-mo-dd hh:mi:ss.ff か、またはこの
ストリングの連続するサブセット (例えば、mo-dd hh) のどちらかです。そのような
サブセットを含むよう定義された列は、完全な ANSI DATETIME を受け入れませ
ん。
したがって、データ・ファイル内で生成された DATETIME タイプは、表内の実際
の列に定義されている DATETIME タイプと一致している必要があります。Informix
DDL と整合したものにするために、「日付/時間形式」プロパティーを使用してす
べての DATETIME 列のデフォルト形式を指定する必要があります。さらに、デフ
ォルトと異なる DATETIME 列ごとに列定義グリッドの「説明」フィールドに
DATETIME 形式を指定してください。次の表は、このプロパティーを指定する例を
示しています。
表 6. DATETIME 式の説明
DATETIME 列の説明式

説明

Year to Fraction(3)

デフォルト値 (入力する必要はありません)。
精度 3 の完全 ANSI DATETIME。

Hour to Second

時間で始まり、秒で終わる、部分的な ANSI
DATETIME タイプ。

Month to Minute

月で始まり、分で終わる、部分的な ANSI
DATETIME タイプ。

Hour to Fraction(5)

精度 5 の、時間で始まり、小数部で終わ
る、部分的な ANSI DATETIME タイプ。

Informix XPS Load ステージを使用した DATE に関する考慮事
項
Informix は、DATE データ・タイプのストリング表現の解釈および表示のために
DBDATE または GL_DATE 環境変数を使用します。
例えば、DBDATE が DMY4 に設定された場合、dd-mm-yyyy ストリングは yyyy 年
の mm 月の dd 日として解釈されます。
Informix XPS Load による日付形式のための DBDATE または GL_DATE 環境変数
の自動的な読み取りは、オプションではありません。IBM InfoSphere DataStage ジ
ョブを実行できるのは、Informix XPS サーバーがインストールされているものとは
別の物理マシン上であるためです。
デフォルトの DBDATE Informix 設定は MDY4 です。Informix は、DBDATE 設定
が Y4MD である場合にのみ、日付 yyyy-mm-dd を正しく解釈します。それ以外の場
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合は、ストリングを日付に変換する際にエラーが発生します。Informix は、
DBDATE 設定に関係なく、次のものを正しく解釈します。
v - または / としての日付区切り文字
v 4 桁年と比較した 2 桁年 (MDY4 は、例えば mm-dd-yy などの MDY2 日付と同
じです)
「日付形式」プロパティーを使用して、Informix XPS Load ステージが Informix に
送信する日付ストリングの形式を指定してください。このプロパティーの値は、タ
ーゲット・データベースの DBDATE または GLDATE の値と一致する必要があり
ます。

ターゲット表の作成
「ロード・アクション」プロパティーの値が CREATE の場合、Informix XPS Load
は、該当する表が存在しなければターゲット・データベース上に作成します。

このタスクについて
注: その表が既に存在する場合、Informix XPS Load はそれをドロップしません。ジ
ョブは終了します。
自動ロードを選択しない場合、CREATE TABLE SQL ステートメントは SQL ファ
イルに書き込まれます。
表は、「表名」プロパティーに指定された表名と、列定義に指定された列名を使用
して作成されます。表に主キーがある場合、表は、列定義によって指示される列順
で作成されます。ロードに続く制約など、他の表属性があれば、手作業で追加して
ください。
以下の表は、IBM InfoSphere DataStage の列データ・タイプがどのように Informix
の列データ・タイプに変換されるかについて説明しています。
表 7. データ・タイプ
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InfoSphere DataStage データ・タイプ

Informix のデータ・タイプ

BigInt

INTEGER

Binary

BYTE

Bit

サポートしていない

Char

CHAR

Date

DATE

Decimal

DECIMAL

Double

FLOAT

Float

FLOAT

Integer

INTEGER

LongVarBinary

BYTE

LongVarChar

VARCHAR

Numeric

DECIMAL

Real

REAL

SmallInt

SMALLINT

接続ガイド: IBM Informix データベース編

表 7. データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage データ・タイプ

Informix のデータ・タイプ

Time

DATETIME HOUR TO SECOND

Timestamp

DATETIME YEAR TO FRACTION (3)

TinyInt

SMALLINT

VarBinary

BYTE

VarChar

VARCHAR

Informix XPS 表のロード
InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントを使用して、Informix XPS 表をロ
ードできます。

手順
1. Informix XPS Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. Informix XPS ステージをそのデータ・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。
4. 「入力」タブに、適切なプロパティー値を追加します。プロパティー値について
は、『プロパティー』の説明を参照してください。
5. ジョブをコンパイルします。
6. 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 ジョブをデザイナーから実行します。
v InfoSphere DataStage ディレクターを使用して、ジョブを実行するかスケジュ
ールに入れます。
7. 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。

プロパティー
次の表には、以下の列見出しが含まれています。
v 「プロンプト」は、ジョブ・デザイナーがステージ・エディターのユーザー・イ
ンターフェースで確認できるテキストです。
v 「タイプ」は、プロパティーで有効な値のセットです。
v 「デフォルト」は、ジョブ・デザイナーが値を指定しなかった場合に使用される
テキストです。
v 「説明」は、プロパティーの説明です。
プロパティーは、使用される順序に従って説明しています。InfoSphere DataStage デ
ザイナーのステージ・プロパティーのページからも、この情報にアクセスできま
す。
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表 8. Informix XPS プロパティー
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ロード・モード

ストリング・リスト

DEFAULT

データをターゲット・フ
ァイルへロードするため
に使用される方式。
「DEFAULT」に設定す
ると、「ロード・アクシ
ョン」が「CREATE」
に設定されている場合
に、「作成表タイプ」に
よってロード・モードが
決定されます。それ以外
の値の場合、ロード・モ
ードは既存の表のタイプ
によって決定されます。
「ロード・アクション」
が「CREATE」に設定
されている場合、「作成
表タイプ」は希望のロー
ド・モードと互換性のあ
る値に設定します。
ロードを速くするには、
エクスプレス・モード・
ロードを使用します。エ
クスプレス・モード・ロ
ードは、「作成表タイ
プ」が「RAW」または
「OPERATIONAL」に
設定され、索引がない場
合にのみ使用できます。
「作成表タイプ」が
「OPERATIONAL」ま
たは「STANDARD」に
設定されているときは、
デラックス・モード・ロ
ードを使用します。
(「DEFAULT」/
「EXPRESS」/
「DELUXE」)
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サーバー名

ストリング

ターゲット表が置かれて
いる Informix XPS サー
バーの名前。

データベース名

ストリング

ターゲット表が置かれて
いるデータベースの名
前。

接続ガイド: IBM Informix データベース編

表 8. Informix XPS プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

ユーザー名

ストリング

デフォルト

InfoSphere DataStage サ
ーバー・プロセスを実行
するユーザー以外のユー
ザーとしてデータベース
に接続する場合のユーザ
ー名。「ユーザー名」が
設定されなければ、
InfoSphere DataStage サ
ーバー・プロセス用のユ
ーザー名が使用されま
す。

パスワード

ストリング

「ユーザー名」が設定さ
れている場合、このユー
ザー名に対応するパスワ
ード。ユーザー名が設定
されていなければ、「パ
スワード」は無視されま
す。

表名

ストリング

ロードする Informix 表
の名前。

自動ロード

ストリング・リスト

はい

説明

InfoSphere DataStage ジ
ョブによって、表が自動
的にロードされるかどう
かを指定します。自動ロ
ードは、InfoSphere
DataStage サーバーが
Informix コサーバーと同
じシステム上に置かれて
いる場合にのみ実行され
ます。
「いいえ」に設定した場
合、一連の SQL コマン
ドを含む外部 SQL ファ
イルがステージで作成さ
れます。このファイルは
手作業で編集でき、任意
の Informix ホスト・シ
ステム上で実行できま
す。
(「はい」/「いいえ」)
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表 8. Informix XPS プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ロード方式

ストリング・リスト

PIPE

データを Informix XPS
表にロードする方式。名
前付きパイプによるロー
ド (「PIPE」に設定) で
は、データが出力ストリ
ームに書き込まれるとき
にロードされるため、ロ
ードがより高速になりま
す。InfoSphere DataStage
サーバーが Informix コ
サーバーと同じシステム
で動作している場合にの
み、「PIPE」に設定し
てください。
それ以外の場合、または
自動ロードを実行したく
ない場合には、
「DISK」に設定してロ
ードされたデータのコピ
ーが順次ファイル内に保
存されるようにします。
(「PIPE」/「DISK」)

ロード・アクション

ストリング・リスト

TRUNCATE

ターゲット表にデータを
ロードする方法を指定し
ます。ターゲット表が存
在しない場合は、
「CREATE」に設定し
ます。ターゲット表が既
に存在していると、ロー
ドが失敗します。XPS
Load ステージによって
ターゲット・データベー
ス上の既存の表がドロッ
プされることはありませ
ん。
ロードを開始する前に既
存の行をすべて削除する
には、「TRUNCATE」
に設定します。
表に行を追加するには、
「APPEND」に設定しま
す。ユニーク・キーまた
は主キー制約違反が発生
する場合があります。
(「CREATE」/
「TRUNCATE」/
「APPEND」)
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表 8. Informix XPS プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

作成表タイプ

ストリング・リスト

STANDARD

「ロード・アクション」
が「CREATE」に設定
されている場合に、作成
する表のタイプを指定し
ます。デフォルトのロー
ド・モードはロードされ
る表のタイプによって異
なります。
「RAW」または
「OPERATIONAL」に
設定される場合にのみ、
エクスプレス・モード・
ロードを使用できます。
このプロパティーは、
「ロード・アクション」
が「CREATE」に設定
されていない場合は、無
視されます。
(「STANDARD」/
「RAW」/
「OPERATIONAL」/
「STATIC」)

フラグメンテーション方 ストリング・リスト
式

なし

「ロード・アクション」
が「CREATE」に設定
されている場合に使用さ
れるフラグメンテーショ
ン方式。「なし」に設定
すると、どの方式も使用
されません。
(「なし」/
「ROUNDROBIN」/
「EXPRESSION」/
「HASH」/
「HYBRIDS」)

フラグメンテーション・ ストリング
ルール

「フラグメンテーション
方式」の値に対応する
節。例えば値が
「EXPRESSION」であれ
ば、次のような節を入力
します。
col_id < 100 IN dbsp1,
col_id >= 100 IN dbsp2
「フラグメンテーション
方式」が「なし」に設定
されている場合でも、こ
のプロパティーに値を指
定すると、指定した
dbspace または dbslice
に表を作成させることが
できます。
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表 8. Informix XPS プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

エクステント・サイズ

長整数

16

最小長は、システムのデ
ィスク・ページ・サイズ
の 4 倍です。最大長
は、チャンク・サイズと
同じです。

表ロック・モード

ストリング・リスト

EXCLUSIVE

ロード中の、表に対する
ユーザーのアクセスへの
ロック・タイプ。
「EXCLUSIVE」に設定
すると、ロード中は全ユ
ーザーが表にアクセスで
きなくなります。
「SHARED」に設定す
ると、ロード中でもほか
のユーザーは継続して表
から読み取れます。
(「EXCLUSIVE」/
「SHARED」)

ディレクトリー・パス

ストリング

データ・ファイル、リジ
ェクト・ファイル、SQL
ファイルが作成されるデ
ィレクトリーのパス名。
設定しない場合は、現在
の InfoSphere DataStage
プロジェクト・ディレク
トリーがデフォルトにな
ります。

SQL ファイル

ストリング

「自動ロード」がいいえ
に設定されているときに
生成されるファイル。外
部表からのハイパフォー
マンス・ロードを使用し
て Informix AD/XP 表を
ロードするために必要
な、一連の SQL コマン
ドが含まれています。こ
のファイルは、任意の
Informix AD/XP ホス
ト・システムで変更と実
行ができます。
設定しなければ、値は次
のように生成されます。
<server_name>_
<database_name>_
<table_name>.sql.
これは、「ディレクトリ
ー・パス」で指定された
ディレクトリーの中に作
成されます。
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表 8. Informix XPS プロパティー (続き)
プロンプト

タイプ

データ・ファイル

ストリング

デフォルト

説明
「ロード・モード」が
「DISK」に設定されて
いるとき、つまり自動ロ
ードを望まないときに生
成される順次ファイルを
指定します。
設定しなければ、値は
「SQL ファイル」の拡
張子を .dat にしたもの
になります。

リジェクト・ファイル

ストリング

ロード処理の間に行が拒
否された場合に生成され
るリジェクト・ファイル
を指定します。それらの
行はこのファイルに書き
込まれます。
設定されなければ、
「SQL ファイル」の拡
張子を rej にしたもの
になります。

区切り文字

ストリング

| (縦棒)

ローダーの入力データの
フィールドを区切るため
に使用される文字。この
値は、CREATE
EXTERNAL TABLE ス
テートメントでも使用さ
れます。

日付形式

長整数

1

次のいずれかの日付形式
を指定します。
1 - mm-dd-yyyy (デフォ
ルト)
2 - dd-mm-yyyy
3 - yyyy-mm-dd
Date タイプは、
DBDATE 環境変数に定
義されているタイプに対
応している必要がありま
す。
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表 8. Informix XPS プロパティー (続き)
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

日付/時間形式

ストリング

Year to Fraction(3)

例えば、「Hour to
Fraction(2)」などの、
DATETIME タイプの
Informix DDL 構文を反
映する有効な
DATETIME 形式。この
DATETIME タイプは、
表内の実際の列に定義さ
れている DATETIME
タイプに対応している必
要があります。列の説明
列オプションで、現在の
ステージ・プロパティー
で定義されている値をオ
ーバーライドできます。
デフォルトは、「Year
to Fraction(3)」です。

最大不正行

長整数

10

データベース・サーバー
でロードが停止されるま
でに許容される、コサー
バー当たりのエラーの数
を設定します。

16 進拡張文字

ストリング・リスト

いいえ

データベース・サーバー
が ASCII テキスト・ベ
ースのデータ・ファイル
に埋め込まれた ASCII
特殊文字を認識するよう
に指定します。

リンク前処理ルーチン

ストリング

ホスト・システムによっ
て実行されるコマンド。
実行可能ファイル、
UNIX シェル・スクリプ
ト、または DOS バッ
チ・ファイルのいずれか
を指定します。形式がホ
スト・オペレーティン
グ・システムで解釈可能
である必要があります。
ステージは、構文解析ま
たは構文検査は行いませ
ん。

リンク後処理ルーチン

ストリング

ホスト・システムによっ
て実行されるコマンド。
実行可能ファイル、
UNIX シェル・スクリプ
ト、または DOS バッ
チ・ファイルのいずれか
を指定します。形式がホ
スト・オペレーティン
グ・システムで解釈可能
である必要があります。
ステージは、構文解析ま
たは構文検査は行いませ
ん。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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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 9. 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 10. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証

特記事項および商標
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表 10. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

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

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

特記事項および商標
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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。

［ハ行］
パーティション表

Informix CLI ステージ (続き)
「全般」タブ 17
「列」タブ 18, 19
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パラレル・キャンバス
プロパティー

12

「SQL」タブ
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