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第 1 章 Microsoft SQL Server へのアクセスの構成
Microsoft SQL Server へのアクセスを構成するには、データベース・クライアン
ト・ライブラリーをインストールし、ライブラリー・パス環境変数の中に、これら
のインストールされたライブラリーへのパスを含める必要があります。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. Microsoft SQL Server へのアクセスを構成します。

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

始める前に
v クライアント・ライブラリーをインストールします。

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

手順
1. UNIX または Linux で、 ODBCINI 環境変数が、Microsoft SQL Server 接続定義
が作成された .odbc.ini ファイルを指すように設定します。
2. Windows の Microsoft SQL Server ドライバーから、 Microsoft SQL Server デー
タベースが着信接続を受ける準備ができているかをテストします。
a. 「Microsoft SQL Server 用の DSN の設定」ウィンドウで、 Microsoft SQL
Server データベースの接続情報を指定します。
© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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b. 「完了」をクリックします。
c. 「データ ソースのテスト」をクリックします。
3. UNIX で、SQL サーバー・データベースが着信接続を受ける準備ができている
かをテストするために以下を行います。
a. UNIX コマンド・ライン・ユーティリティーを開きます。
b. installation_directory/example ディレクトリーの DataDirect ODBC サン
プル・アプリケーションを実行します。 ここで、installation_directory は
DataDirect ODBC サンプル・アプリケーションのインストール・ディレクト
リーのパスです。
[root@RH2011 example]# ./example
./example DataDirect Technologies, Inc. ODBC Example Application.
Enter the data source name : mysqlserver
Enter the user name

: username

Enter the password

: passoword

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

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

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

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。
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ライブラリー・パス環境変数の名前は、オペレーティング・システムによって異な
ります。
オペレーティング・システム

ライブラリー・パス環境変数

Microsoft Windows

PATH

HP-UX

SHLIB_PATH

®

IBM AIX

®

LIBPATH

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

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

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

始める前に
クライアント・ライブラリーをインストールします。

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

第 1 章 Microsoft SQL Server へのアクセスの構成
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8. 以下のコマンドを入力して、ASB エージェントのホーム・ディレクトリーに移
動します。
cd Install_directory/ASBNode/bin
9. 以下のコマンドを入力して、ASB エージェント・プロセスを再始動します。
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

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

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

始める前に
クライアント・ライブラリーをインストールします。

手順
1. PATH システム環境変数を編集するには、「システムの詳細設定」の「環境変
数」をクリックし、「PATH」を選択します。
2. 「編集」をクリックし、クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーへの
パスを指定します。
3. OK をクリックします。
4. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。
5. ASB エージェント・プロセスを再始動します。
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第 2 章 概要
IBM InfoSphere DataStage は、Microsoft SQL Server のデータベースに表をロード
したり、SQL Server のデータベースの表からデータを読んだりする機能を提供しま
す。InfoSphere DataStage は、どのようなタイプの情報リポジトリー (リレーショナ
ル・ソース、ISAM ファイル、個人用データベース、スプレッドシート、など) か
らでも情報を取り出すことができます。
InfoSphere DataStage は、Microsoft SQL Server のデータベースや、その他の情報の
ソースにアクセスするための手法をいくつか提供します (Microsoft OLE DB を使
用)。次のトピックで、このアクセスを実行するステージの概要を説明します。後半
のトピックでは、インストール方法と構成情報について説明します。
本書では、以下の項目の使用方法を説明します。
v BCPLoad ステージ
v SQL Server Enterprise ステージ
v MS SQL Server Load ステージ
v MS OLEDB ステージ
これらのステージは、InfoSphere DataStage サーバー・ジョブにあります。
上記の接続ステージは、InfoSphere DataStage をインストールするときに自動的にイ
ンストールされます。これらは、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。
本書では、Microsoft SQL Server データベースのアクセス用として特別にデザイン
されたいくつかのステージについて説明しますが、以下のステージを用いてこれら
にアクセスすることもできます。
v Dynamic Relational ステージ (DRS)
このステージは、デザイン時にはあるリレーショナル・データベースが必要であ
るが、実行時には別のものが必要であるようなジョブの作成に使用します。この
ステージについて詳しくは、「接続ガイド: Dynamic Relational Stage 編 」を参
照してください。
v Stored Procedure (STP)
このステージは、InfoSphere DataStage ジョブの一部として、Microsoft SQL
Server の Stored Procedure を組み込むのに使用します。このステージについて詳
しくは、「接続ガイド: Dynamic Relational Stage 編 」を参照してください。
本書は、次の方を対象としています。
v SQL Server または OLE DB とのインターフェースとなるジョブを作成または修
正するデザイン担当者、および
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

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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SQL Server BCPLoad ステージ
Microsoft SQL Server および Sybase には、BCP (Bulk Copy Program) と呼ばれる
ユーティリティーがあります。このコマンド・ラインのユーティリティーは、SQL
Server データをユーザー指定の形式でオペレーティング・システムのファイルとの
間でコピーします。BCP は、SQL Server クライアント・ライブラリーのバルク・
コピー API を使用します。
BCP を使用すると、それぞれの挿入をログ・ファイルに記録しておかなくても、大
きなボリュームのデータを表にロードすることができます。コマンド・ライン・オ
プション (スイッチ) を使用すると、手動で BCP をコマンド・ラインから実行する
ことができます。(.fmt) 形式ファイルが作成されるので、これを用いてデータをデー
タベースにロードすることができます。
BCPLoad ステージは、InfoSphere DataStage をインストールするときに自動的にイ
ンストールされます。

SQL Server Load ステージ
SQL Server Load は、データを SQL Server データベース表にバルク・ロードする
パッシブ・ステージです。このステージが使用する OLE DB SDK は、Microsoft
Data Access SDK (MDAC) の一部です。これは、ネイティブの SQL Server OLE
DB Provider である SQLOLEDB を使用して、データをバルク・ロードします。
ステージへの各入力リンクは、SQL Server 表にバルク・ロードする行ストリームを
表します。各入力列のメタデータによって、どのようにロードされるかが決まりま
す。このステージへの入力リンクは任意の数が利用できます。参照リンクや出力リ
ンクは許可されません。
Microsoft Data Access の詳細は、MDAC の資料を参照してください。
インストールのサポートに関する説明と情報については、「IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してく
ださい。

MS OLEDB ステージ
MS OLEDB ステージを使用して、どのようなタイプの情報リポジトリー (リレーシ
ョナル・ソース、ISAM ファイル、個人用データベース、スプレッドシートなど)
からでも情報を取り出すことができます。このステージでは、Microsoft Data Access
SDK (MDAC) の一部である OLE DB SDK を使用します。
このトピックでは、MS OLEDB ステージの以下の事項について説明します。
v MS OLEDB ステージの機能
v MS OLEDB ステージの定義
v OLE DB データ・ソースへの接続
v キューブの作成と書き込み
v 文字セット・マップの定義
v 入力リンクの定義
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v 出力リンクの定義
v OLE DB Server のデータ・タイプのサポート
v Stored Procedure のサポート
v CREATE CUBE ステートメント
v INSERT INTO ステートメント

リジェクト行の処理
一度に複数行を書き込む場合は、IBM InfoSphere DataStage のリジェクト行処理機
能を使用することはできません。リジェクト行を処理する場合は、一時点では 1 行
を書くようにする必要があります。

接続ステージおよびパラレル・キャンバス
SQL Server Enterprise ステージは、パラレル・キャンバスでのみ使用することがで
きます。SQL Server BCPLoad ステージ、MS SQL Server Load ステージ、あるい
は MS OLEDB ステージは、いずれもパラレル・キャンバス上で使用することがで
きません。

第 2 章 概要
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第 3 章 BCP Load ステージ
BCP Load ステージを使用して、Microsoft SQL Server 2000 データベースまたは
Sybase (System 11.5 または 12.5) データベースの単一表にデータをバルク・ロード
することができます。
BCP Load ステージは、パッシブ接続ステージです。このステージは、 InfoSphere
DataStage のインストール時に自動的にインストールされ、サーバー・ジョブ・パレ
ットの「データベース」カテゴリーに表示されます。
このトピックでは、BCP Load ステージの以下の事項について説明します。
v BCPLoad ステージの概要
v 表定義
v SQL データ・タイプ
v BCPLoad ステージの使用
v BCPLoad 入力データの定義

BCPLoad ステージの概要
BCPLoad ステージは BCP と同じ API を使用しますが、フォーマット・ファイル
を使用せずに直接データをロードします。コマンド・ライン・スイッチは、ステー
ジ・プロパティーを使用して設定します。
デフォルトで、BCPLoad ステージは、データを Microsoft SQL Server にバルク・
ロードするように構成されます。Sybase DBLIB または CTLIB クライアント・ライ
ブラリーを使用して、 Sybase SQL Server 表にデータをバルク・ロードするように
BCPLoad ステージ・プロパティーを構成することができます。
注: BCPLoad ステージで使用されるクライアント・ライブラリーは、 InfoSphere
DataStage の一部として提供されていません。 BCPLoad ステージを使用する前に、
これらのライブラリーを DBMS ベンダーから入手して、ご使用のシステムにイン
ストールおよび構成する必要があります。
このバージョンの BCPLoad ステージは、Microsoft SQL Server と Sybase の両方を
サポートしているため、両方のサーバーに共通な BCP スイッチのみがステージ・
プロパティーとして含まれています。以下のコマンド・ライン・スイッチは、
Microsoft SQL Server ではサポートされていません。
v -T、トラステッド接続
v -q、引用符識別子
以下のコマンド・ライン・スイッチは、Sybase ではサポートされていません。
v -I、インターフェース・ファイル
v -J、クライアント文字セット
v -q、データ文字セット

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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設定できる BCP スイッチについて詳しくは、ステージ・プロパティーの編集を参
照してください。
BCPLoad ステージは、ネイティブ・データ・ファイルのロードはサポートしていま
せん。

表定義
表定義は、Server への ODBC 接続を使用してインポートされます。

このタスクについて
デザイナー・メニューから「インポート」 > 「表定義」を選択して、 SQL Server
データベースの表から表定義をインポートすることができます。BCPLoad ステージ
の「入力」ページの「列」タブにある「ロード」をクリックして、この表定義をス
テージにロードすることができます。

SQL データ・タイプ
データベース表からメタデータをインポートすると、これらのデータ・タイプは
ODBC ドライバーにより適切な SQL データ・タイプにマッピングされます。 表定
義で使用されるデータ・タイプは、リポジトリーから表示できます。また、ジョ
ブ・デザインでステージを編集する際にも表示できます。
BCPLoad ステージでサポートされる SQL Server のデータ・タイプは次のとおりで
す。
v Bit
v Char
v DateTime
v Decimal
v Float
v Integer
v Money
v Numeric
v Real
v SmallDateTime
v SmallInt
v SmallMoney
v TinyInt
v VarChar
BCPLoad ステージでサポートされない SQL Server のデータ・タイプは次のとおり
です。
v Binary
v VarBinary
v Image
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v Text (バイナリー形式の大きなテキスト)

BCPLoad ステージの使用法
BCPLoad ステージは、ターゲット・ステージです。 これには入力リンクがあり、
このリンクから SQL Server または Sybase データベース表にロードするための行
のシーケンスが提供されます。各入力列のメタデータによって、どのようにロード
されるかが決まります。このステージからの出力リンクはありません。
BCPLoad ステージを編集するときは、「BCPLoad 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、次の 2 つのページがあります。
v 「ステージ」。編集しているステージの名前を示します。このページには、最大
3 個のタブがあります。
– 「全般」。ステージおよびステージ・タイプ (BCPLoad) のオプションの説明
が記載されています。
– 「プロパティー」。ステージ・プロパティーとそれらの現在の値が入っていま
す。このステージ・プロパティーに対するデフォルトの設定を編集するか、ま
たはジョブ・パラメーターを指定することができます。詳しくは、ステージ・
プロパティーの編集を参照してください。
– 「NLS」。NLS が有効なときに、プロジェクトのデフォルト文字セット・マッ
プを使用したくない場合は、代替の文字セット・マップをこのタブから選択す
ることができます。
v 「入力」。データ入力リンクの列定義を指定します。
「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
を保存するときに保存されます。

必要最小限の操作
このセクションでは、BCPLoad ステージが機能するために必要な最低限のステップ
について説明します。

手順
1. デザイナーを開始して、サーバー・ジョブ・デザインを開きます。
2. ツール・パレットの「Sybase BCP Load」ボタンをクリックします。
3. ダイアグラム・ウィンドウで、ステージを配置する場所をクリックします。
4. ジョブ・デザインの関連ステージの出力を BCPLoad ステージの入力にリンクし
ます。
5. BCPLoad ステージを構成するには、以下を行います。
a. 「プロパティー」タブでステージ・プロパティーを編集するか、またはジョ
ブ・パラメーターを指定します。
b. NLS が有効な場合は、オプションで、「NLS」タブで文字セット・マップを
定義します。
c. 入力リンクのデータを定義します。
これらのステップは、「BCPLoad ステージ」ダイアログ・ボックスで行われ
ます。
第 3 章 BCP Load ステージ
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ステージ・プロパティーの編集
「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、 BCPLoad ステージのプロパティ
ーを表示および編集することができます。これには、以下のプロパティー名および
値が表示されるグリッドがあります。
v 「SQL Server 名」。接続先の SQL Server の名前。このプロパティーは BCP -S
スイッチに対応しています。このプロパティーはオプションで、デフォルト値は
ありません。このプロパティーをブランクのままにすると、ステージは SQL
Server が InfoSphere DataStage サーバーと同じマシンにあるとみなします。
v 「ユーザー ID」。SQL ユーザーのログオン名。このプロパティーは BCP -U オ
プションに対応します。このプロパティーは必須で、デフォルト値はありませ
ん。
v 「パスワード」。SQL ユーザーのパスワード。このプロパティーは BCP -P オプ
ションに対応します。 このプロパティーは必須で、デフォルト値はありません。
v 「データベース名」。SQL Server 上で使用するデータベースの名前。このプロパ
ティーは必須で、デフォルト値はありません。
v 「表名」。データのロード先となる表の名前。このプロパティーは必須で、デフ
ォルト値はありません。
v 「BEFORE LOAD ストアード・プロシージャー」。データベース表がロードさ
れる前に実行されるストアード・プロシージャーの名前。このプロパティーはオ
プションで、デフォルト値はありません。 BEFORE LOAD ストアード・プロシ
ージャーの使用について詳しくは、ストアード・プロシージャーの使用に関する
トピックを参照してください。
v 「AFTER LOAD ストアード・プロシージャー」。データベース表がロードされ
た後に実行されるストアード・プロシージャーの名前。このプロパティーはオプ
ションで、デフォルト値はありません。 AFTER LOAD ストアード・プロシージ
ャーの使用について詳しくは、ストアード・プロシージャーの使用に関するトピ
ックを参照してください。
v 「バッチ・サイズ」。BCP バッチに含まれる行数。このプロパティーは BCP -b
オプションに対応します。このプロパティーのデフォルト設定は 0 で、その場合
はすべてのデータ行が 1 つのバッチとして扱われます。エラーが発生したら、す
べての行がロールバックされます。
v 「パケット・サイズ」。サーバーとの送受信に使用するネットワーク・パケット
あたりのバイト数。デフォルト値は 4096 です。512 から 65535 までの任意の数
を指定できます。
v 「ソース ID データの使用」。このプロパティーは BCP -E スイッチに対応して
います。このプロパティーを設定すると、BCPLoad ステージによって SQL
Server に渡された ID 値を使用して、 SQL Server 表の対応する ID 列にデータ
を追加することを SQL Server に通知します。
v 「日付形式」。このプロパティーは、 Microsoft SQL Server が YMD フォーマッ
トの日付を使用している問題の回避策を提供します。ターゲット表に日付列があ
り、データに YMD フォーマットの日付がある場合、正しくロードするためには
日付データを変換する必要があります。このプロパティーを「ymd」に設定するこ
とにより、日付はロード中に Microsoft SQL Server で許容されるフォーマットに
自動的に変換されます。
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v 「クライアント・ライブラリー」。使用するクライアント・ライブラリーのタイ
プ。デフォルト設定は MSDBLIB (Microsoft DBLibrary) です。他に有効な設定と
して、 SYBDBLIB (Sybase DBLibrary の場合) および SYBCTLIB (Sybase
CTLibrary の場合) があります。 UNIX サーバーについて、使用できるライブラ
リーに関する制限がいくつかあります。詳しくは、「IBM InfoSphere Information
Server プランニング、インストール、および構成ガイド 」を参照してください。
また、このタブには、以下の 4 つのボタンがあります。
v 「ジョブ・パラメーターの挿入...」。選択したプロパティーの値としてジョブ・
パラメーターを挿入することができます。このタブのどのプロパティーにもジョ
ブ・パラメーターを使用できます。ジョブを検証または実行する際に、プロパテ
ィーに適切な値を指定するようプロンプトが出されます。
このボタンをクリックすると、現在定義されているジョブ・パラメーターのリス
トが表示されます。リストからパラメーターを選択するか、または「新規...」を
クリックして新しく定義します。「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボック
スの「パラメーター」タブが表示されます。F9 キーを使用して、ジョブ・パラメ
ーターを挿入することもできます。
v 「デフォルトに設定」。選択したプロパティーの値をデフォルト値に設定しま
す。
v 「すべてデフォルト」。すべてのプロパティーの値をデフォルト値に設定しま
す。
v 「プロパティー・ヘルプ」。ステージ定義作成者によって提供されるヘルプ・テ
キストが表示されます。
グリッドにリストされている任意のプロパティーの値を編集できます。設定を保存
して BCPLoad「ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じる場合は「OK」をクリッ
クします。

ストアード・プロシージャーの使用
データベースのロード前またはロード後に実行されるストアード・プロシージャー
の名前を指定することができます。 BEFORE LOAD ストアード・プロシージャー
を使用して、索引を落とし、データベースのバルク・コピー・オプションをオンに
する、などのタスクを実行することができます。
AFTER LOAD ストアード・プロシージャーを使用して、バルク・コピー・オプシ
ョンをオフにし、任意の索引を再作成することができます。ストアード・プロシー
ジャーを書き込む方法について詳しくは、SQL Server の資料を参照してください。
BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーまたは AFTER LOAD ストアード・
プロシージャーのステージ・プロパティーに対する値として、ストアード・プロシ
ージャーが入力されます。ストアード・プロシージャーの名前を入力すると同時
に、パラメーター値を含めることもできます。ストアード・プロシージャーのパラ
メーターを指定するときは、「プロパティー」タブの「値」フィールドで以下のフ
ォーマットを使用してください。
procedurename P1, P2, P3, ..., Pn

procedurename は、ストアード・プロシージャーの名前です。
第 3 章 BCP Load ステージ
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P1...Pn は、パラメーター値であり、ストアード・プロシージャーで予測される順番
に並べてあります。ストリング値は引用符で囲む必要があります。
ストアード・プロシージャーからメッセージを戻して、ジョブ・ログ・ファイルに
書き込みたい場合には、出力パラメーター DSSeverity および DSMessage を使用す
ることができます。これらのパラメーターは、該当する重大度を持つジョブ・ロ
グ・ファイルにメッセージを戻します。ジョブ・ログ・ファイルに書き出されるメ
ッセージのタイプは、DSSeverity パラメーターから戻される値によって異なりま
す。
v 戻り値 = 0。何も書き込まれません。
v 戻り値 = 1。情報メッセージが書き込まれます。
v 戻り値 = 2。警告メッセージが書き込まれます。
v 戻り値 = 3。致命的メッセージが書き込まれます。InfoSphere DataStage ジョブは
異常終了し、ストアード・プロシージャーからの戻り値は、InfoSphere DataStage
の期待値の出力パラメーターを除いていずれも無視されます。
以下の例は、BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーのものです。このストア
ード・プロシージャーは、出力パラメーター DSSeverity および DSMessage の使用
を示すものです。
create proc DemoBeforeSP
@lReplace bit,
@DSSeverity int output,
@DSMessage varchar(255) = "" output
as
/* Remove the following three lines if running on Sybase */
declare @sSetDBOption varchar(255)
select @sSetDBOption = ’sp_dboption’ + DB_NAME() + ", ’select
Â into/bulkcopy’, TRUE"
exec (@sSetDBOption)
if @lReplace = 1
begin
truncate table BCPLoadSample
end
if @@ERROR = 0
begin
select @DSMessage = "Before SP completed: "
if @lReplace = 1
begin
select @DSMessage = @DSMessage + "replacing existing data"
end
else
begin
select @DSMessage = @DSMessage + "appending data"
end
select @DSSeverity = 1
/* INFO */
end
else
begin
select @DSMessage = "Before SP failed"
select @DSSeverity = 2
/* WARNING */
end
GO

このストアード・プロシージャーを使用するには、ステージ・プロパティーを編集
するときに BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーのプロパティーの値とし
て DemoBeforeSP 1, DSSeverity, DSMessage とタイプします。
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既存のストアード・プロシージャーを使用するときは、BEFORE LOAD ストアー
ド・プロシージャーまたは AFTER LOAD ストアード・プロシージャーのプロパテ
ィーに対する値として、ストアード・プロシージャーの名前および該当するパラメ
ーター値をタイプします。
例えば、次のようなストアード・プロシージャーがあるとします。
create proc sp_TrustyDebuggedProcedure
@strTableName char(30),
@strSurname char(30),
@iRowCount int = 0 output
as
...
...

このプロシージャーを BEFORE LOAD プロシージャーとして使用したい場合は、
BEFORE LOAD ストアード・プロシージャー・プロパティーの値フィールドに
sp_TrustyDebuggedProcedure "Table1","Smith" とタイプします。 strTableName
および strSurname としてそれぞれ、「Table1」と「Smith」が渡されます。
重大度警告およびエラー・メッセージを返すために既存のストアード・プロシージ
ャーを修正したい場合は、2 つの出力パラメーター DSSeverity および DSMessage
が含まれるように作成プロシージャーを修正する必要があります。前出の例の作成
プロシージャーは、次のようになります。
create proc sp_TrustyDebuggedProcedure
@strTableName char(30),
@strSurname char(30),
@iRowCount int = 0 output,
@DSSeverity int output,
@DSMessage varchar(255) = "" output
as
...
.../* Somewhere in the procedure set appropriate
values for DSSeverity and DSMessage*/

このケースでは、BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーの値フィールドに
以下のようなテキストをタイプします。
sp_TrustyDebuggedProcedure "Table1","Smith",0,DSSeverity,DSMessage

ストアード・プロシージャーのパラメーター値を表すジョブ・パラメーターを入れ
ることができます。前の例では、ジョブ・パラメーターを使用するために、
BEFORE LOAD ストアード・プロシージャーの値 フィールドに以下のようなテキ
ストをタイプしていました。
sp_TrustyDebuggedProcedure #Table#,#Name#,0,DSSeverity,DSMessage

Table および Name は、定義された 2 つのジョブ・パラメーターの名前です。

文字セット・マップの定義
「ステージ」ページの「NLS」タブを使用して、BCPLoad ステージの文字セット・
マップを定義できます。

第 3 章 BCP Load ステージ
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このタスクについて
リストから特定の文字セット・マップを選択できます。あるいは、プロジェクト全
体のデフォルト設定を使用することも可能です。このタブには、次のオプションも
あります。
v 「すべてのマップを表示」。InfoSphere DataStage に付属のすべてのマップが表示
されます。 マップは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニスト
レーター を使用してロードされていない限り使用できません。
v 「ロードしたマップのみ」。ロード済みで使用可能のマップのみが表示されま
す。
v 「ジョブ・パラメーターを使用...」。ステージが含まれているジョブに対するパ
ラメーターとして文字セット・マップを指定することができます。このパラメー
ターがまだ定義されていない場合は、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボ
ックスから定義するよう求めるプロンプトが表示されます。

BCPLoad 入力データの定義
データを BCP ロード・フォーマットでファイルに書き込む場合、BCPLoad ステー
ジに入力リンクを設定できます。このリンクのプロパティーとデータの列定義は、
「BCPLoad ステージ」ダイアログ・ボックスの「入力」ページで設定します。
このページには、以下の 2 つのタブがあります。
v 「全般」。リンクのオプションの説明が表示されます。
v 「列」。データベース表にロードするデータの列定義が含まれます。これらの列
定義は、通常、ジョブ・デザインにおける前のステージの出力リンクで定義され
ているメタデータによって指定されます。 列がまだ定義されていない場合は、
「ロード」をクリックしてリポジトリー内の表定義から列をロードするか、また
は列定義を手動で入力して、「保存...」をクリックし、表定義として保存しま
す。
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第 4 章 SQL Server Enterprise ステージ
SQL Server Enterprise ステージを使用して、Microsoft SQL Server データベースと
の間で読み取りおよび書き込みを行うことができます。このステージでは、
Windows ODBC データ ソース アドミニストレータで定義されているデータ・ソー
スを使用して、SQL Server データベースに接続します。
SQL Server Enterprise ステージは、以下のモードで動作します。
読み取り
「読み取り」モードで SQL Server Enterprise ステージを使用して、外部デ
ータ・ソース表からレコードを読み取り、それらのレコードをデータ・セッ
トや順次ファイルなどの出力リソースに入れます。
書き込み
「書き込み」モードで SQL Server Enterprise ステージを使用して、外部デ
ータ・ソースへの接続を構成し、レコードを表に挿入します。このステージ
では、データ・セットや順次ファイルなどの単一の入力リソースからレコー
ドを取得します。「書き込み」モードでは、SQL Server Enterprise ステージ
は Microsoft Bulk Copy API (BCP) を使用してデータを Microsoft SQL
Server データベースの表に挿入します。
アップサート
「アップサート」モードで SQL Server Enterprise ステージを使用して、以
下の操作を行います。
v 外部データ・ソース表にレコードを挿入する
v 外部データ・ソース表のレコードを更新する
v 外部データ・ソース表からレコードを削除する
v 外部データ・ソース表にレコードを挿入してから、そのレコードを更新す
る
v レコードを更新してから、そのレコードを外部データ・ソース表に挿入す
る
ルックアップ
「ルックアップ」モードで SQL Server Enterprise ステージを使用して、1
つ以上の外部データ・ソース表と、入力リソース (データ・セットや順次フ
ァイルなど) の間で、結合処理を行います。
注: SQL Server Enterprise ステージは、Windows システムでのみサポートされま
す。

SQL サーバーへの接続
Microsoft SQL Server への接続は、Windows で既存の ODBC データ・ソース接続
を使用して行うことができます。
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手順
1. Windows で ODBC データ ソース アドミニストレータを開きます。
2. Microsoft SQL Server クライアント・ドライバーを使用して、データ・ソース・
エントリーを作成します。
3. SQL Server Enterprise ステージ・ジョブでデータ・ソース接続を使用する前に、
Microsoft SQL Server クライアント構成を使用して、必ずそれをテストしてくだ
さい。

「ステージ」ページ
SQL Server Enterprise ステージに関する一般情報を指定します。
このページには、次のようなタブがあります。
v 全般: 「全般」タブは SQL Server Enterprise ステージのオプションの説明を指定
するのに使用します。
v 詳細: 「詳細」タブは SQL Server Enterprise ステージの動作の方式を決定するプ
ロパティーを構成するのに使用します。通常、このタブは無視してデフォルト値
を受け入れることができます。このタブは、基本的には上級者向けのもので、処
理を綿密にチューニングする場合に使用されます。
– 実行モード - 詳細オプションとして使用可能なものの 1 つです。 IBM
InfoSphere DataStage ジョブが実行されるモード - パラレルか順次か - は、こ
のオプションによって決まります。実行モードのオプションの値は自動的に設
定されます。ユーザーがこの値を変更することはできません。 SQL Server
Enterprise ステージは、1 つのファイルに対してだけ実行されるので、リーダ
ーは 1 つであり、実行モードは順次です。それ以外の場合は、パラレルで
す。

「入力」ページ
「入力」ページで、SQL Server プロトコルを使用して、SQL Server Enterprise ステ
ージからリモート・ホストへのデータの転送方法に関する特定の情報を指定するこ
とができます。このページの表示は、SQL Server Enterprise ステージの書き込みお
よびアップサート・モードからのみ行うことができます。

書き込みモードの「入力」ページ
書き込みモードの「入力」ページには、次のタブとボタンが表示されます。
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「全般」タブ
「全般」タブを使用して、「入力」ページの説明を入力します。この機能はオプシ
ョンです。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、SQL Server Enterprise ステージのアクティビテ
ィーを決定するプロパティーを指定します。これらのプロパティーは、ツリー構造
で表示され、ナビゲーションしやすいようにカテゴリーに分けられています。この
ツリーには必須のプロパティーがすべてデフォルトで含まれており、削除はできま
せん。デフォルト値を持たず、値を指定する必要があるプロパティーは、疑問符 (?)
をつけて赤で表示されます。このようなプロパティーの値を設定すると、テキスト
の色が黒に変わり、疑問符 (?) が消えます。
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 1. 入力プロパティーと属性
カテゴリー/プロパティー

値

デフォルト

必須 ?

従属関係

ターゲット/表

表の名前

N/A

Y

Y

ターゲット/書き込み方式

アップサート、書き込み

N/A

Y

N

ターゲット/書き込みモー
ド

「追加」、「作成」、
「置換」、「切り捨て」

N/A

Y

N

接続/データ・ソース

データ・ソース

N/A

Y

Y

接続/ユーザー

ユーザー名

N/A

Y

Y

接続/パスワード

パスワード

N/A

Y

Y

オプション/配列サイズの
挿入

整数

Y

N

N

オプション/列名の切り捨
て

False/True

Y

Y

N

オプション/オープン・コ
マンド

オープン・コマンド

N

N

N

オプション/クローズ・コ
マンド

クローズ・コマンド

N

N

N

オプション/切り捨て長

整数

N

N

N

オプション/分離レベル

READ UNCOMMITTED、 Y
READ COMMITTED、
REPEATABLE READ、
SERIALIZABLE

N

N

オプション/不一致のフィ
ールドをドロップ

True/False

N

N

Y

ターゲット
ここで、表、書き込み方式、および書き込みモードのそれぞれの値を指定します。
v 表: SQL Server Enterprise ステージをリモート・ホストにあるターゲット・ファ
イルに接続する際の適切な値をここに指定します。

第 4 章 SQL Server Enterprise ステージ
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v 書き込み方式: 単一の表にデータを書き込み、エクスポートするための適切な値
をここに指定します。 SQL Server Enterprise ステージが書き込みモードで操作さ
れるように、この値を Write に設定する必要があります。
v 書き込みモード: データ・ソースからのレコードを宛先表に挿入する方法につい
ては、ここに適切な値を指定します。書き込みモードには、以下の値のうちの 1
つを指定できます。下記のモードには、それぞれに特定のユーザー特権が必要に
なりますので注意してください。
– 追加 - これはデフォルト・モードです。追加モードでは、宛先表が必ず存在し
ていて、データ・セットのレコード・スキーマが表のスキーマと互換性を持っ
ていなければなりません。このモードで書き込み処理を行うと、新規の行が宛
先表に追加されます。既存の表のスキーマにより、ステージの入力インターフ
ェースが決まります。
– 作成 - このモードで書き込み処理を行うと、新規の宛先表が作成されます。作
成されている表と同じ名前のものが存在している場合、その処理は強制終了さ
れて、エラー・メッセージが表示されます。 IBM InfoSphere DataStage デー
タ・セットのスキーマにより、新しい表のスキーマが決まります。表は、単純
なデフォルトのプロパティーを使用して作成されます。 プロパティー・プロ
パティー以外のプロパティー (例えば、パーティションまたは索引など) で表
を作成するか、またはデフォルトでない表スペースに表を作成する場合は、対
象の - createtable ステートメントに -createstmt オプションを指定して使
用します。
– 置換 - このモードで書き込み処理を行うと、同名の表が存在する場合、その表
がドロップされ、新規の宛先表が作成されます。指定名の表が存在しない場合
は、書き込み処理を行うと、新規の表が作成されます。InfoSphere DataStage・
データ・セットのスキーマが、新規表のスキーマを決定します。
– 切り捨て - このモードの場合は既存の宛先表が必要になります。このモードで
書き込み処理を行うと、宛先表の属性は保持されていますが、既存のレコード
は廃棄されて新規のレコードが追加されます。既存表のスキーマによって、
SQL Server Enterprise ステージの入力インターフェースが決まります。
接続
このカテゴリーの下には、データ・ソース、パスワードおよびユーザー・フィール
ドの値を指定します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、このフ
ィールドにデータベース接続を指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドに
データ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
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IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v パスワード: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソ
ースに接続する際のパスワードをこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v ユーザー: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソー
スに接続する際のユーザー名をこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップからすべてまたは一部の
「接続」カテゴリー値を挿入した場合、これらの仕様が指定されたジョブは、
オペレーティング・システムから環境変数を入手します。実行時に、これらの
環境変数の値を変更するようプロンプトが出されます。
オプション
このカテゴリーでは、「挿入配列サイズ」、「列名を切り捨て」、「クローズ・コ
マンド」、「切り捨て長」、「不一致のフィールドをドロップ」、「オープン・コ
マンド」、および「分離レベル」プロパティーの値を指定します。 「オプション」
カテゴリーの下に、デフォルトで「列名を切り捨て」プロパティーが表示されま
す。上記以外のプロパティーは、「追加可能なプロパティー」リストから追加でき
ます。
第 4 章 SQL Server Enterprise ステージ
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v 挿入配列サイズ: このフィールドでは、挿入ホスト配列のサイズを指定します。
このフィールドには、整数しか入力できません。デフォルト値は 2000 です。
v 列名を切り捨て: 要件に応じて、以下の 2 つの値のいずれかを設定することがで
きます。
– True - SQL Server ドライバーで許されるサイズに列名を切り捨てることを示
すためにこの値を設定します。
– False - 列名の切り捨てを使用不可にするためにこの値を設定します。
v クローズ・コマンド: 挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行
されます。
v 切り捨て長: 列名を切り捨てる長さを指定するためにこのオプションに適切な値
を指定します。
v 不一致のフィールドをドロップ: 必要に応じて、以下の値のいずれかを設定する
ことができます。
– True - データ・セット内にある不一致の列をドロップすべきであることを示す
値を設定します。不一致の列とは、データ・ソース表に同じ名前の列がない列
のことです。
– False - これはデフォルト値です。この値は、不一致のフィールドのデータ・
セットがドロップされないことを示すものです。
v オープン・コマンド: 挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行
されます。
v 分離レベル: 使用可能な 5 つのオプションから、データにアクセスするための分
離レベルを選択します。
– READ
– Uncommitted
– READ COMMITTED
– REPEATABLE READ
– SERIALIZABLE
データ・ソースで指定されているデータベースによって、デフォルトの分離レ
ベルが決まります。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、データに対して操作を行う前に入力データをパーテ
ィション化またはコレクティングする方法を詳細に指定します。処理が実行される
前にデータをソートしておく必要があることも指定できます。パーティション・デ
ータのデフォルト・モードは、「自動モード」です。パーティションまたはコレク
ション・オプションを使用して、必要とされるパーティション方式を決定します。
しかし、セットアップできるパーティション方式は、現行および以前のステージの
実行モードの設定や、構成ファイルで指定されているノードの数によって決まりま
す。
SQL Server Enterprise ステージが順次モードで操作している場合は、データのコレ
クションが行われてから、デフォルトの自動コレクション方式で宛先ファイルに書
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き込まれます。このデフォルトの動作をオーバーライドしたい場合は、「パーティ
ション」タブの下で使用可能な設定を使用してください。データ・パーティション
またはコレクション方式に関する動作は、正確には以下の要素によって決まりま
す。
v 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 ジョブ内の直前の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。

「列」タブ
このタブは、すべての「入力」および「出力」ページにあります。
選択した入力または出力リンクのメタデータ列を表示して修正するには、このタブ
をクリックしてください。列メタデータに対して行った変更を保存するには、「保
存」ボタンを使用します。既存のソース表をロードするには、「ロード」ボタンを
使用します。適切な表を選択してロードし、「OK」を選択する必要があります。
「選択された列」ダイアログが表示されます。適切なデータ・タイプに変換される
ようにするには、このダイアログの末尾で「全 Char 列で Unicode を必ず使用」チ
ェック・ボックスをクリアしてください。

「詳細」タブ
「詳細」タブを使用して、SQL Server Enterprise ステージの入力または出力データ
のバッファリング方法を指定します。 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。デッドロックとは、複数のステージが
相互に依存している状態のことです。例えば、1 つ以上のステージが別のステージ
からの入力を待っており、それを受け取るまでデータを出力できないような状態で
す。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、宛先表の列名のリストを定義します。

アップサート・モードの「入力」ページ
アップサート方式は、書き込み方式のオプションの 1 つです。アップサート・モー
ドでの「入力」ページには、次のタブとボタンがあります。
v 『「全般」タブ』
v

24 ページの『「プロパティー」タブ』

v

26 ページの『「パーティション」タブ』

v

27 ページの『「列」タブ』

v

27 ページの『「詳細」タブ』

v

27 ページの『「列」ボタン』

「全般」タブ
「全般」タブを使用して、「入力」ページの説明を入力します。この機能はオプシ
ョンです。

第 4 章 SQL Server Enterprise ステージ
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「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、SQL Server Enterprise ステージのアクティビテ
ィーを決定するプロパティーを指定します。これらのプロパティーは、ツリー構造
で表示され、ナビゲーションしやすいようにカテゴリーに分けられています。この
ツリーには必須のプロパティーがすべてデフォルトで含まれており、削除はできま
せん。デフォルト値を持たず、値を指定する必要があるプロパティーは、疑問符 (?)
をつけて赤で表示されます。このようなプロパティーの値を設定すると、テキスト
の色が黒に変わり、疑問符 (?) が消えます。
ターゲット
このカテゴリーの下には、少なくとも Insert SQL、Update SQL、Delete SQL、
Upsert mode、および Write Method プロパティーについて値を指定します。アッ
プサート・モードとして選択した値に応じて、追加のプロパティーがあります。該
当する要件に応じて、以下の追加プロパティーの値を指定してください。
v Insert SQL: アップサート書き込み方式で実行される SQL INSERT ステートメ
ント。
v Update SQL: アップサート書き込み方式で実行される SQL UPDATE ステート
メント。
v Delete SQL: アップサート書き込み方式で実行される SQL DELETE ステートメ
ント。
v アップサート・モード: ステートメントのオプションが 2 つ指定されている場合
に使用されるモード。ステートメントのオプションが 1 つしか使用されていない
場合は、アップサート・モードは無視されます。アップサート・モードには次の
プロパティーがあります。
表 2. アップサート・モード・プロパティー
プロパティー

説明

削除してから挿入

最初に DELETE ステートメントが実行されます。そのあと、INSERT
ステートメントが実行されます。

挿入してから更新

最初に INSERT ステートメントが実行されます。重複キー違反のため
にこの挿入が失敗した場合 (すなわちレコードが存在する場合)、
UPDATE ステートメントが実行されます。これはデフォルトのアップ
サート・モードです。

更新してから挿入

最初に UPDATE ステートメントが実行されます。レコードが存在し
ないために更新が失敗した場合は、INSERT ステートメントが実行さ
れます。

v 書き込み方式: 単一の表にデータを書き込み、エクスポートするための適切な書
き込み方式を選択します。アップサートは、1 つ以上の表に対して挿入と更新方
式を使用します。
接続
このカテゴリーの下には、データ・ソース、パスワードおよびユーザーの値を指定
します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、このフ
ィールドにデータベース接続を指定します。
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– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドに
データ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v パスワード: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソ
ースに接続する際のパスワードをこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v ユーザー: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソー
スに接続する際のユーザー名をこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップからすべてまたは一部の
「接続」カテゴリー値を挿入した場合、これらの仕様が指定されたジョブは、
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25

オペレーティング・システムから環境変数を入手します。実行時に、これらの
環境変数の値を変更するようプロンプトが出されます。
オプション
「オプション」カテゴリーの下に、「オープン・コマンド」、「クローズ・コマン
ド」、「リジェクト・レコードを出力」、および「挿入配列サイズ」のプロパティ
ーを指定します。「オプション」カテゴリーの下に、デフォルトで「リジェクト・
レコードを出力」プロパティーが表示されます。上記以外のプロパティーは、「追
加可能なプロパティー」リストから追加できます。
v オープン・コマンド: SQL Server 表が開かれる前に、全処理ノードについて
SQL Server データベースによって構文解析され、実行されるコマンドを単一引用
符で囲んで指定します。ジョブ・パラメーターとしてこの値を指定することもで
きます。
v クローズ・コマンド: SQL Server Enterprise ステージが SQL Server 表の処理を
完了したあとで、全処理ノードについて SQL Server データベースによって構文
解析され、実行されるコマンドを単一引用符で囲んで指定します。ジョブ・パラ
メーターとしてこの値を指定することもできます。
v リジェクト・レコードを出力: 以下の値のいずれかを選択します。
– True: この値は、リジェクトされたレコードをリジェクト・リンクに送信すべ
きであることを示すときに選択します。
– False: これはデフォルト値です。この値は、このリジェクト・レコードをリジ
ェクト・リンクに送信すべきでないことを示すときに選択します。
v 挿入配列サイズ: 挿入ホスト配列のサイズを指定します。このプロパティーは整
数のみを受け入れます。デフォルト値は 2000 です。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、データに対して操作を行う前に入力データをパーテ
ィション化またはコレクティングする方法を詳細に指定します。処理が実行される
前にデータをソートしておく必要があることも指定できます。パーティション・デ
ータのデフォルト・モードは、「自動モード」です。パーティションまたはコレク
ション・オプションを使用して、必要とされるパーティション方式を決定します。
しかし、セットアップできるパーティション方式は、現行および以前のステージの
実行モードの設定や、構成ファイルで指定されているノードの数によって決まりま
す。
SQL Server Enterprise ステージが順次モードで操作している場合は、データのコレ
クションが行われてから、デフォルトの自動コレクション方式で宛先ファイルに書
き込まれます。このデフォルトの動作をオーバーライドしたい場合は、「パーティ
ション」タブの下で使用可能な設定を使用してください。データ・パーティション
またはコレクション方式に関する動作は、正確には以下の要素によって決まりま
す。
v 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 ジョブ内の直前の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。
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「列」タブ
このタブは、すべての「入力」および「出力」ページにあります。選択した入力ま
たは出力リンクのメタデータ列参照をするには、このタブをクリックしてくださ
い。

「詳細」タブ
このステージ用の入出力データをバッファリングするには、「詳細」タブを使用し
てください。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。デッドロックとは、複数のステージが相互に依存している状態
のことです。例えば、1 つ以上のステージが別のステージからの入力を待ってお
り、それを受け取るまでデータを出力できないような状態です。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、宛先表の列名のリストを定義します。 読み取りまたはア
ップサート・モードの「入力」ページの SQL Server Enterprise ステージ・エディタ
ーに入力および出力リンクの両方が表示されている場合は、どちらか 1 つを選択し
て、リジェクト・リンクとして機能させることができます。
リジェクト・リンクには、指定した SELECT ステートメントの実行後、スキーマの
不一致によりリジェクトされた列の生データが含まれます。

「出力」ページ
「出力」ページを使用して、リモート・ホストから SQL Server Enterprise ステージ
へのリンクに関する詳細を指定します。 このリンクを使用して、リモート・ホスト
から SQL Server を介してデータにアクセスすることができます。
「出力」ページは、SQL Server Enterprise ステージの「読み取り」モードおよび
「ルックアップ」モードの両方の場合に表示されます。 「読み取り」モードの場
合、SQL Server Enterprise ステージには、1 つの出力リンクしか設定できません。
「ルックアップ」モードの場合、ステージには、1 つの出力リンクと、Lookup ステ
ージに接続する 1 つの参照リンクを設定できます。

読み取りモードでの「出力」ページ
読み取りモードでの「出力」ページには、次のボタンとタブが表示されます。
v 『「全般」タブ』
v

28 ページの『「プロパティー」タブ』

v

30 ページの『「列」タブ』

v

30 ページの『「詳細」タブ』

v

30 ページの『「列」ボタン』

v

31 ページの『「データ参照」ボタン』

「全般」タブ
「全般」タブを使用して、読み取りモードの「出力」ページの説明を入力します。
この機能はオプションです。
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「プロパティー」タブ
「出力」ページの 「プロパティー」タブには、「入力」ページの「プロパティー」
タブと同じフィールドを持つ画面が表示されます。相違点は、「ターゲット」カテ
ゴリーはなく、「ソース」カテゴリーがあるということだけです。
「ソース」
このカテゴリーの下には、読み取り方式と表の値を指定します。
v 表: 読み取り方式として「表」を選択した場合は、ソース SQL Server 表の名前
を指定する必要があります。指定した表が存在しており、その表に対する
SELECT 特権を持っている必要があります。 SQL Server ユーザー名が、指定し
た表のオーナーと対応しない場合は、表の接頭部に表のオーナー名を付加できま
す。表オーナー名を修正する場合は、新しくジョブ・パラメーターを追加する必
要があります。
表オーナー名を修正するには、次のようにします。
1. 「表」をクリックして、ダイアログ右側の矢印をクリックします。
2. 「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックして、ポップアップ・リストで
「新規...」をクリックします。
3. 「ジョブ・プロパティー」ダイアログが表示されたら、$user パラメーターの
「デフォルト値」列に必要な表の詳細を入力します。 形式は次のとおりで
す。
表オーナー.表名

このオプションの値を選択するにあたって、以下の従属性を満たしている必要
があります。
4. 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します。 WHERE 節を指
定しなければ、すべての行が読み取られます。
5. 読み取りたい列を SELECT ステートメントで指定することができます。 入
力表のレコード・スキーマに定義されている順序と同じ順序で、列をこのリス
トに指定する必要があります。
v 読み取り方式: このプロパティーを使用して、SQL Server データベースを読むた
めの表または照会を指定します。「読み取り方式」のデフォルト値は「表」で
す。「読み取り」方式として「表」を選択した場合は、「表」オプションとして
データ・ソース表を指定する必要があります。代わりに、SQL 照会として「読み
取り方式」をセットアップすることもできます。この場合、照会が自動的に生成
されるようにするのか、またはユーザー自身で照会を定義するのかを指定する必
要があります。
接続
このカテゴリーでは、「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザー」の
値を指定します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、このフ
ィールドにデータベース接続を指定します。
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– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドに
データ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v パスワード: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソ
ースに接続する際のパスワードをこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v ユーザー: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソー
スに接続する際のユーザー名をこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップからすべてまたは一部の
「接続」カテゴリー値を挿入した場合、これらの仕様が指定されたジョブは、
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オペレーティング・システムから環境変数を入手します。実行時に、これらの
環境変数の値を変更するようプロンプトが出されます。
オプション
このカテゴリーの下で「フェッチ配列サイズ」、「分離レベル」、「クローズ・コ
マンド」および「オープン・コマンド」の値を指定します。これらのプロパティー
はすべてオプションです。これらのプロパティーは、「出力」ページの右下の「追
加可能なプロパティー」リストに表示されます。「オプション」でこれらのサブプ
ロパティーのいずれかを追加するには、「オプション」をクリックして、「追加可
能なプロパティー」リストから追加したいプロパティーをクリックします。
v フェッチ配列サイズ: 各「取り出し」処理時に取得する行数を指定します。デフ
ォルト値は 1 です。
v 分離レベル: データ・アクセスの分離レベルを入力します。次の 4 つのオプショ
ンの中から選択します。
– READ COMMITTED
– READ UNCOMMITTED
– REPEATABLE READ
– SERIALIZABLE
デフォルトの分離レベルは、「データ・ソース」オプションに指定したデータ
ベースによって決まります (上記の「データ・ソース」セクションを参照)。
v クローズ・コマンド: 挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このオプションを使用して作業をコミットすることはできませ
ん。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
v オープン・コマンド: 挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメン
トを入力します。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行され
ます。

「列」タブ
「入力」ページと同様、「出力」ページには、デフォルトで「列」タブがありま
す。「列」タブをクリックすると、ユーザーが選択したリンクの列メタデータが表
示されます。

「詳細」タブ
「詳細」タブを使用して、SQL Server Enterprise ステージの入力および出力データ
のバッファリング方法を指定します。 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。デッドロックとは、複数のステージが
相互に従属しているために、他のステージからの入力待ち状態になり、入力データ
を受け取るまでデータを出力できない状態を指します。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、出力表の列名のリストを定義します。

30

接続ガイド: Microsoft SQL Server および OLE DB データ編

「データ参照」ボタン
「ソース」の「表」オプションに指定した表の行数を表示するには、「データ参
照」ボタンをクリックします。 一度に表示したい行数を指定できます。

ルックアップ・モードでの「出力」ページ
ルックアップ・モードでの「出力」ページには、次のタブとボタンがあります。
v 『「全般」タブ』
v 『「プロパティー」タブ』
v

34 ページの『「列」タブ』

v

34 ページの『「詳細」タブ』

v

34 ページの『「列」ボタン』

「全般」タブ
「全般」タブを使用して、ルックアップ・モードの「出力」ページの説明を入力し
ます。 この機能はオプションです。

「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、「ソース」、「接続」、「オプション」プロパ
ティーに対して適切な値を設定します。
「ソース」
このカテゴリーの下には、「表」、「読み取り方式」および追加のプロパティーの
「ルックアップ・タイプ」の値を指定します。
ルックアップ・タイプ: ルックアップ方式として「ノーマル」または「スパース」
を選択できます。
v ノーマル: これはデフォルトのルックアップ方式です。ノーマル・ルックアップ
は、 SQL Server データベース表に関するメモリー内のルックアップです。ノー
マル・ルックアップの場合、 Lookup ステージには複数の参照リンクを設定でき
ます。
v スパース: スパース・ルックアップは、ソース・データベースに直接アクセスし
ます。スパース・ルックアップの場合、 Lookup ステージには 1 つの参照リン
クを設定できます。
v 表: 読み取り方式として「表」を選択した場合は、ソース SQL Server 表の名前
を指定する必要があります。追加のプロパティーのルックアップ・キーを追加す
ることができます。指定した表が存在しており、その表に対する SELECT 特権
を持っている必要があります。 SQL Server ユーザー名が、指定した表のオーナ
ーと対応しない場合は、表の接頭部に表のオーナー名を付加できます。表オーナ
ー名を修正する場合は、新しくジョブ・パラメーターを追加する必要がありま
す。
表オーナー名を修正するには、次のようにします。
1. 「表」をクリックして、ダイアログ右側の矢印をクリックします。
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2. 「ジョブ・パラメーターの挿入」をクリックして、ポップアップ・リストで
「新規...」をクリックします。
3. 「ジョブ・プロパティー」ダイアログが表示されたら、$user パラメーターの
「デフォルト値」列に必要な表の詳細を入力します。 形式は次のとおりで
す。
表オーナー.表名

このオプションの値を選択するにあたって、以下の従属性を満たしている必要
があります。
4. 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します。 WHERE 節を指
定しなければ、すべての行が読み取られます。
5. 読み取りたい列を SELECT ステートメントで指定することができます。 入
力表のレコード・スキーマに定義されている順序と同じ順序で、列をこのリス
トに指定する必要があります。
v ルックアップ・キー: ルックアップ・キーは宛先表にある列であり、データ・セ
ット内で同じ名前を持つ列に加わるために使用されます。複数のルックアップ・
キーを指定することができます。
v 読み取り方式: 読み取り方式として「表」または「ユーザー定義 SQL」を指定し
ます。
接続
このカテゴリーでは、「データ・ソース」、「パスワード」および「ユーザー」の
値を指定します。
v データ・ソース: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、このフ
ィールドにデータベース接続を指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「データ・ソース」フィールドに
データ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v パスワード: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソ
ースに接続する際のパスワードをこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「パスワード」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
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– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
v ユーザー: これは必須フィールドです。以下のいずれかの方法で、データ・ソー
スに接続する際のユーザー名をこのフィールドに指定します。
– 方式 1:「プロパティー」ページの右側にある「ユーザー」フィールドにデー
タ・ソース名を入力します。
– 方式 2: 必要な値をジョブ・パラメーターとして挿入します。「プロパティ
ー」ページの最も右側にあるポインター・ボタンをクリックして、「ジョブ・
パラメーターの挿入」をクリックします。
使用可能なジョブ・パラメーターがリストされたポップアップが表示され、そ
こから選択することができます。 ジョブに新規パラメーターを作成する場合
は、ポップアップ・リストで「新規...」をクリックして、「ジョブ・プロパテ
ィー」ダイアログで適切な環境変数を作成します。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター・クライア
ントを使用して、プロジェクト内のすべてのジョブに適用される、プロジェク
ト・レベルのパラメーターを作成することもできます。
注: ジョブ・パラメーター・リストのポップアップからすべてまたは一部の
「接続」カテゴリー値を挿入した場合、これらの仕様が指定されたジョブは、
オペレーティング・システムから環境変数を入手します。実行時に、これらの
環境変数の値を変更するようプロンプトが出されます。
オプション
このカテゴリーの下で「フェッチ配列サイズ」、「分離レベル」、「クローズ・コ
マンド」および「オープン・コマンド」プロパティーを指定します。これらのプロ
パティーはすべてオプションです。これらのプロパティーは、「出力」ページの右
下の「追加可能なプロパティー」リストに表示されます。「オプション」でこれら
のサブプロパティーのいずれかを追加するには、「オプション」をクリックして、
「追加可能なプロパティー」リストから追加したいプロパティーをクリックしま
す。 「通常」として 「ルックアップ・タイプ」を選択した場合にのみ、分離レベ
ルがリストに表示されることに注意してください。
v フェッチ配列サイズ: 各「取り出し」処理時に取得する行数を指定します。デフ
ォルト値は 1 です。
v 分離レベル: データ・アクセスの分離レベルを入力します。次の 4 つのオプショ
ンの中から選択します。
– READ COMMITTED
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– READ UNCOMMITTED
– REPEATABLE READ
– SERIALIZABLE
デフォルトの分離レベルは、「データ・ソース」オプションに指定したデータ
ベースによって決まります (上記の「データ・ソース」セクションを参照)。
v クローズ・コマンド: 挿入配列が処理された後に実行される SQL ステートメン
トを入力します。このオプションを使用して作業をコミットすることはできませ
ん。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行されます。
v オープン・コマンド: 挿入配列が処理される前に実行される SQL ステートメン
トを入力します。ステートメントは、コンダクター・ノードで一度だけ実行され
ます。

「列」タブ
「入力」および「出力」ページには、必ず「列」タブがあります。このタブをクリ
ックすると、ユーザーが選択したリンクの列メタデータが表示されます。

「詳細」タブ
「詳細」タブを使用して、SQL Server Enterprise ステージの入力および出力データ
のバッファリング方法を指定します。 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。デッドロックとは、複数のステージが
相互に依存している状態のことです。例えば、1 つ以上のステージが別のステージ
からの入力を待っており、それを受け取るまでデータを出力できないような状態で
す。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、出力表の列名のリストを定義します。

リジェクト・リンクのアップサート・モードでの「出力」ページ
ルックアップまたは書き込みモードの SQL Server Enterprise ステージ・エディター
に入力と出力の両方のリンクが表示される場合には、任意のリンクをリジェクト・
リンクとして選択することができます。リジェクト・リンクには、 SELECT ステー
トメントの実行後、スキーマの不一致によりリジェクトされた列の生データが含ま
れます。
リジェクト・リンクの「出力」ページには、次のタブとボタンがあります。
v 「全般」タブ
v 「プロパティー」タブ
v 「列」タブ
v 「詳細」タブ
v 「列」ボタン

「全般」タブ
「全般」タブを使用して、リジェクト・リンクに対するアップサート・モードの
「出力」ページの説明を入力します。 この機能はオプションです。
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「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、リジェクト・リンクに対するアップサート・モ
ードの出力オプションを指定します。

「列」タブ
デフォルトで、「入力」および「出力」ページには「列」タブがあります。 このタ
ブをクリックすると、ユーザーが選択したものの列メタデータが表示されます。

「詳細」タブ
「詳細」タブを使用して、SQL Server Enterprise ステージの入力または出力データ
のバッファリング方法を指定します。 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。デッドロックとは、複数のステージが
相互に依存している状態のことです。例えば、1 つ以上のステージが別のステージ
からの入力を待っており、それを受け取るまでデータを出力できないような状態で
す。

「列」ボタン
「列」ボタンを使用して、出力表の列名のリストを定義します。

第 4 章 SQL Server Enterprise ステージ
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第 5 章 SQL Server Load ステージ
SQL Server Load は、データを SQL Server データベース表にバルク・ロードする
パッシブ・ステージです。このステージが使用する OLE DB SDK は、Microsoft
Data Access SDK (MDAC) の一部です。これは、ネイティブの SQL Server OLE
DB Provider である SQLOLEDB を使用して、データをバルク・ロードします。
ステージへの各入力リンクは、SQL Server 表にバルク・ロードする行ストリームを
表します。各入力列のメタデータによって、どのようにロードされるかが決まりま
す。このステージへの入力リンクは任意の数が利用できます。参照リンクや出力リ
ンクは許可されません。
Microsoft Data Access の詳細は、MDAC の資料を参照してください。
インストールのサポートに関する説明と情報については、「IBM InfoSphere
Information Server プランニング、インストール、および構成ガイド」を参照してく
ださい。

MS SQL Server Load ステージの機能
MS SQL Server Load には次の機能と利点があります。
v データを表にロードする前に実行するさまざまなアクションをサポートしていま
す (ロード・アクション)
v ターゲット表に書き込む行数を指定できます (コミット間隔)
v トランザクションに使用する分離レベルを指定できます (トランザクションの分
離レベル)
v ログに追加するトレース情報のタイプを管理できます (トレース・レベル)
v データ内、または SQL Server による ID 列値の提供をサポートしています (ソ
ース ID データの使用)
v ジョブ・データ行の処理の前後に実行する SQL ステートメントを指定できます
(BEFORE LOAD ステートメント/ AFTER LOAD ステートメント)
v NLS (各国語サポート) のサポート。
メタデータのインポートはサポートしていません。

SQL Server データベースのロード
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーを使用して、次のことを行い
ます。

手順
1. MS SQL Server Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. MS SQL Server Load ステージをデータ・ソースにリンクします。
© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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3. 「列」タブを使用して、列定義を指定します。
4. 「ステージ」ページの「プロパティー」タブに、適切なステージ・プロパティー
値を追加します。詳しくは、ステージ・プロパティーに記載されています。
5. 「入力」ページの「プロパティー」タブに、適切なプロパティー値を追加しま
す。詳しくは、リンク・プロパティーに記載されています。
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 InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー 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
行するかスケジュールに入れます。
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。

プロパティー
MS SQL Server Load ステージは、InfoSphere DataStage デザイナーで表示されてい
るステージおよびリンクのプロパティーをサポートします。ユーザーは、ステージ
のグリッド・スタイル・エディターでこれらのプロパティーの値を提示する必要が
あります。
以下の 2 つのセクションの表には、次のような列の見出しがあります。
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」はプロパティーのデータ・タイプです。
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
値です。
v 「説明」は、プロパティーの詳細な説明です。

ステージ・プロパティー
「ステージ」ページの「プロパティー」タブのプロパティーを使用して、ステージ
の SQL Server データ・ソースへの接続方法を指定します。

リンク・プロパティー
「入力」ページの「プロパティー」タブのプロパティーを使用して、ステージによ
る SQL Server データ・ソースへのデータのロード方法を指定します。

38

接続ガイド: Microsoft SQL Server および OLE DB データ編

第 6 章 MS OLEDB ステージ
MS OLEDB ステージを使用して、どのようなタイプの情報リポジトリー (リレーシ
ョナル・ソース、ISAM ファイル、個人用データベース、スプレッドシートなど)
からでも情報を取り出すことができます。このステージでは、Microsoft Data Access
SDK (MDAC) の一部である OLE DB SDK を使用します。
このトピックでは、MS OLEDB ステージの以下の事項について説明します。
v MS OLEDB ステージの機能
v MS OLEDB ステージの定義
v OLE DB データ・ソースへの接続
v キューブの作成と書き込み
v 文字セット・マップの定義
v 入力リンクの定義
v 出力リンクの定義
v OLE DB Server のデータ・タイプのサポート
v Stored Procedure のサポート
v CREATE CUBE ステートメント
v INSERT INTO ステートメント

MS OLEDB ステージの機能
MS OLEDB ステージで、以下のことを行うことができます。
v ローカル・キューブ・ファイルと呼ばれるローカルの多次元データベースを作成
し、基本データベースからデータをこれらのキューブにロードする。
v ストリーム入力、ストリーム出力、および参照出力リンクをサポートする。
v データ・ソースから取り出す行数を指定する。
v 一度に更新する行数を指定する。
v トランザクションに使用する分離レベルを指定する。
v コミットする前に書き込む行数を指定する。
v ログに追加されるトレース情報のタイプを制御する。
v データの読み取りまたは書き込みを実行するのに、生成済みまたはユーザー定義
のどちらの SQL ステートメントを使用するかを指定する。
v 生成された SQL ステートメントに追加の節を付加することを指定する。
v ジョブ・データ行の処理の前後に実行する SQL ステートメントを指定する。
v データのリトリーブまたは挿入にどのモードを使用するか指定する。
v GUI を使用してソースおよびターゲットのデータを参照する。
v ターゲットの OLE DB データ・ソースから表と列の定義をインポートして、そ
れらを InfoSphere DataStage リポジトリーに保管する。
v NLS (ナショナル・ランゲージ・サポート) を使用する。
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用語
次の表に、この文書で使用する Microsoft OLAP Services Bulk Load の用語をリス
トします。
表 3. 用語の説明
用語

説明

ディメンション

メジャーの集合とディメンションのセット。
メジャーはそれぞれアグリゲート関数を持っ
ており、各ディメンションには 1 つ以上の
レベルが含まれています。任意選択により、
ディメンションには複数の階層を含めること
ができます。それぞれの階層には複数のレベ
ルが含まれています。

オブジェクト

データベース内の独自の項目 (ディメンショ
ン、変数、公式、など)。多次元データベース
管理システムに記憶されたデータにアクセス
し、処理し、表示するための OLAP アプリ
ケーションを作成するために使用します。

OLAP

オンラインの分析処理。この処理では多次元
データが使用されます。

UNC

汎用命名規則。ネットワーク上にあるリソー
スの位置を指定するための PC 形式。

値セット

特定のディメンションに関するディメンショ
ン値のリストが記載されているオブジェク
ト。

変数

実際のデータが記憶されているオブジェク
ト。1 つの変数に入っているデータはすべ
て、同じデータ・タイプで同じ計測単位を表
すものでなければなりません。一般的には、
変数はマルチディメンションの配列になって
いて、それぞれその次元から 1 つのメンバ
ーを指定して、その中の任意のデータ値を一
意的に選択することができます。

MS OLEDB ステージの定義
カスタム GUI を使用して MS OLEDB ステージを編集するときには、「MS
OLEDB ステージ」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
クスには、「ステージ」、「入力」、「出力」ページがあります (ステージへの入
力であるか、ステージからの出力で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」タブは、MS OLEDB トレース、プロバイダー、接続、およびログイン情報
を定義します。このページのプロパティーは、OLE DB データ・ソースへの接続
を定義します。また、キューブを作成してデータを格納するための情報も指定で
きます。接続について詳しくは、OLE DB データ・ソースへの接続を参照してく
ださい。
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「NLS」タブでは、ステージで使用する文字セット・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。
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。使用するデータ・ソースと、それぞれのデータ入力リンクに対する関連付
けの列定義がここで指定されます。また、データの書き込み方法、トランザクシ
ョンの分離レベル、配列サイズ、およびデータ・ソースにデータを書き込むとき
に使用するトレース情報もここで指定されます。
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。使用するデータ・ソースと、それぞれのデータ出力リン
クに対する関連付けの列定義がここで指定されます。また、データの読み取り方
法、トランザクションの分離レベル、配列サイズ、およびデータを読み取るとき
に使用するトレース情報もここで指定されます。

データ・ソースからの行の取得
このタスクについて
「MSOLEDB ステージ」ダイアログ・ボックスから MS OLEDB ステージを定義す
るときのメイン・フェーズは、次のとおりです。

手順
1. OLE DB データ・ソースに接続します。
2. オプション。新規接続のストリングを生成します。
3. オプション。キューブ・ウィザードを使用してキューブを定義します。
4. オプション。文字セット・マップを定義します。
5. 入力リンクのデータを定義します。

データ・ソースへの書き込み
このタスクについて
「MSOLEDB ステージ」ダイアログ・ボックスから MS OLEDB ステージを定義す
るときのメイン・フェーズは、次のとおりです。

手順
1. OLE DB データ・ソースに接続します。( 42 ページの『OLE DB データ・ソー
スへの接続』を参照)。
2. オプション。新規接続のストリングを生成します。(キューブの作成と書き込み
を参照してください)。
3. オプション。キューブ・ウィザードを使用してキューブを定義します。(キュー
ブの作成と書き込みを参照してください)。
4. オプション。文字セット・マップを定義します。(文字セットのマッピングを参
照してください)。
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5. 出力リンクのデータを定義します。(出力リンクの定義を参照してください)。

OLE DB データ・ソースへの接続
OLE DB 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。

キューブの作成と書き込み
MS OLEDB ステージは、データベース表との間でデータをロードします。また、ロ
ーカル・キューブ・ファイルと呼ばれるローカルの多次元データベースを作成し、
基本データベースからのデータをこのキューブにロードする機能もあります。
これは、Microsoft Pivot Table Service Provider (MSOLAP) を使用してキューブを作
成し、データを格納します。MSOLAP では、キューブを作成する処理とキューブに
データを挿入または格納する処理の間に区別がありません。これは、INSERT INTO
ステートメントを使用するときに、多次元データベースの構造を指定する CREATE
CUBE ステートメントも一緒に使用する必要があるためです。
注: 現在、MSOLAP は、OLAP サーバーでのキューブの作成はサポートしていませ
ん。したがって、キューブは、ローカル・キューブ・ファイルになります。
キューブ・ファイルはマルチディメンションのデータ・リポジトリーとみなすこと
ができます。各キューブ・ファイルは、.cub 拡張子を持ち、複数のキューブを含む
ことができます。ファイル内部のそれぞれのキューブは、複数のカタログを持つこ
とができます。
例えば、Sales.Cub がマルチディメンションのデータ・リポジトリーであるとしま
す。CREATE CUBE ステートメントは、
Sales_USA、Sales_India、Sales_UK、Sales_Rest キューブを作成します。INSERT
INTO ステートメントは、Sales_USA 内に North および South カタログ、
Sales_India 内に All カタログ、そして、Sales_Rest 内に All カタログを作成しま
す。どの INSERT INTO ステートメントも、対応する CREATE CUBE ステートメ
ントと一緒に使用する必要があります。指定されたキューブが既に存在する場合、
ステートメントは無視されます。キューブが存在しなければ、キューブが作成さ
れ、その中に INSERT INTO ステートメントで指定された新しいカタログが作成さ
れます。

キューブ作成のためのデータ・リンク・プロパティーの編集
このタスクについて
キューブ作成のためのデータ・リンク・プロパティーを編集するには:

手順
1. 「ステージ」ページの「全般」タブから「キューブ・ウィザード」をクリックし
て、プロバイダーに接続します。同じタブ上の「キューブの作成と書き込み」フ
ィールドに接続ストリング情報を入力することもできます。この場合は、表のロ
ード・プロセスの終わりにキューブが作成されます。
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注: MS OLEDB ステージのリリース 2.0 の場合にキューブを正常に作成するに
は、入力リンクを 1 つだけにして、出力リンクは持たないようにする必要があ
ります。同じ MS OLEDB ステージでは、複数の入力リンク、あるいは入力と出
力のリンクを使用してはなりません。
2. 「Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services」を選択します。「データ・
リンク・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 「全体」タブをクリックしてから、ローカル・キューブ・ファイルを作成して、
データを設定するためのパラメーターを指定します。
4. パラメーターを選択してから、「値...を編集」をクリックして、次の表で説明さ
れているデータ・リンク初期化のプロパティーに関して適切な情報を入力しま
す。プロパティーに関する特定の情報については、データ・リンク初期化のプロ
パティーを参照してください。

データ・リンク初期化のプロパティー
次の表では、最も重要なプロパティーについて説明します。データ・ソース、
CREATECUBE、INSERTINTO、SOURCE_DSN、ユーザー ID、およびパスワードの
プロパティーの情報を提供します。
表 4. データ・リンク初期化のプロパティー
プロパティー

説明

ARTIFICIALDATA

実際の値の計算ではなく計算された人為的ア
グリゲート値。このストリングの先頭文字が
Y、T、または 0 以外の数字である場合に、
これらの値は簡単なアルゴリズムを使用して
計算されます。

データ・ソース

作成するローカル・キューブ・ファイルの名
前。ローカル・キューブ・ファイルのデフォ
ルトの拡張子は .cub ですが、それ以外の拡
張子も使用できます。

初期カタログ

デフォルトの初期データベース・カタログの
名前。ローカル・キューブを作成していなけ
れば、このプロパティーを使用します。値は
セッションが確立されるときに使用されます
が、セッションの途中でその値を変更するこ
とはできません。

DBPROP_INIT_ASYNCH

オプション。非同期の初期化を指定します。
このプロパティーは接続ストリングで使用し
ないでください。しかし、プログラムで使用
することはできます。詳細は、OLE DB の資
料を参照してください。
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表 4. データ・リンク初期化のプロパティー (続き)
プロパティー

説明

CREATECUBE

ローカル・キューブ・ファイルを作成する
CREATE CUBE ステートメント。
INSERTINTO プロパティーと SOURCE_DSN
プロパティーも使用する場合は、このプロパ
ティーを使用する必要があります。これらの
3 つのプロパティーは、常に一緒に使用され
ます。
値はセッションが確立されるときに使用され
ますが、セッションの途中で値を変更するこ
とはできません。
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INSERTINTO

CREATE CUBE ステートメントで作成され
たローカル・キューブ・ファイルにデータを
格納するための INSERT INTO ステートメン
ト。

SOURCE_DSN

ODBC 接続ストリング、OLE DB 接続スト
リング、またはソース・リレーショナル・デ
ータベースの DSN。ローカル・キューブ・
ファイルを作成するときにのみ使用されま
す。

ユーザー ID

ソース・データベースの ODBC UID。ロー
カル・キューブ・ファイルを作成するときに
のみ使用されます。

パスワード

ソース・データベースの ODBC PWD。ロー
カル・キューブ・ファイルを作成するときに
のみ使用されます。
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表 4. データ・リンク初期化のプロパティー (続き)
プロパティー

説明

自動同期の周期

ソース・データベースに対して照会を実行す
る頻度を指定します。サーバーのデフォルト
値は、10,000 ミリ秒 (10 秒) です。
このプロパティーを NULL 値または 0 に設
定すると、自動同期化機能がオフになり、定
期的な同期化は発生しません。同期の頻度は
クライアントのアクティビティーによって異
なります。
クライアント照会には、クライアント・キャ
ッシュからしか解決できないものもありま
す。したがって、この値を大きくすると、デ
ータ・ソースの最新の更新を反映していない
照会の結果がより頻繁に出されることになり
ます。この値を小さくすると、こうしたイベ
ントが発生する可能性が低くなります。
ただし、値を小さくすると、パフォーマンス
が低下することがあります。ゼロ以外の有効
な最小値は 250 ミリ秒です。1 から 249 ま
での値に対しては、250 ミリ秒の値が使用さ
れます。
値はセッションが確立されるときに使用され
ますが、セッションの途中で値を変更するこ
とはできません。

キャッシュ・ポリシー

メモリーに関する情報を指定します。

クライアント・キャッシュ・サイズ

クライアント・キャッシュ内の指定されたメ
モリー量。キロバイト (KB) で表します。
0 に設定すると、クライアント・キャッシュ
が使用できるメモリーの制限がなくなりま
す。
1 から 99 までの値を設定すると、使用可能
な仮想メモリー全体 (物理ファイルとペー
ジ・ファイル) に対する指定の割合をクライ
アント・キャッシュが使用できます。
このプロパティーを 100 以上に設定した場
合、クライアント・キャッシュは、指定され
た KB の値まで、メモリーを使用できます。
値はセッションが確立されるときに使用され
ますが、セッションの途中で値を変更するこ
とはできません。

CompareCaseSensitive StringFlags

ストリング比較とソート順序を制御するため
に、大文字小文字を区別しながらストリング
を比較するときに使用されるフラグ。
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表 4. データ・リンク初期化のプロパティー (続き)
プロパティー

説明

CompareCaseNotSensitive StringFlags

ストリング比較とソート順序を制御するため
に、大文字小文字を区別しないでストリング
を比較するときに使用されるフラグ。NLS バ
ージョンではこのプロパティーが頻繁に利用
されます。
デフォルトは、このレジストリーが存在する
場合は、クライアントの
CompareCaseSensitive StringFlags レジストリ
ーの値です。

デフォルトの分離モード

このストリングの先頭文字が Y、T、または
0 以外の数字である場合、分離レベルは「分
離」です。
そうでない場合、分離レベルは、行セット・
プロパティーによって要求されたカーソル・
タイプによって決まります。分離レベルの詳
細は、OLE DB の資料を参照してください。

実行場所

照会実行の場所。次のいずれかの値を指定し
ます。
0 - デフォルト値。これは、値が 1 の場合と
同じです。
1 - 照会の実行場所として、クライアントま
たはサーバーのどちらかを自動的に選択しま
す。
2 - 照会は、クライアントで実行します。
3 - 照会は、サーバーで実行します。例外の
照会には、セッション範囲の計算メンバー、
ユーザー定義セット、およびユーザー定義関
数があります。

拡張プロパティー
統合セキュリティー
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表 4. データ・リンク初期化のプロパティー (続き)
プロパティー

説明

大レベルしきい値

ディメンション・レベルをサーバーからクラ
イアントに徐々に送信するか、それとも全体
を送信するかを指定します。
含まれるメンバーの数がこのプロパティーの
値以上の場合、ディメンション・レベルは徐
々に送信されます。
メンバーの数がこのプロパティーの値未満の
場合、ディメンション・レベルの全体がクラ
イアントに送信されます。したがって、クラ
イアント・メモリーの使用状況の管理がしや
すくなります。
サーバーでは、「データ・リンク・プロパテ
ィー」ダイアログ・ボックスの「定義どおり
の大レベル」ボックスにデフォルト値が設定
されます。
最小値は 10 です。設定値が 10 未満の場合
は無視され、最小値が使用されます。この場
合、エラーは返されません。

ロケール ID

ロケールの ID (LCID)。DBPROP_INIT_LCID
プロパティーを設定することで、クライアン
トが変更できます。
Pivot Table Service が扱う LCID の数は、
Windows プロセスごとに 1 つずつです。
LCID は、Windows の「コントロール パネ
ル」でインストールする必要があります。そ
うしないと、LCID の設定は失敗します。デ
フォルトでは、DBPROP_INIT_LCID は、
NULL 値で報告されます。

位置
モード
存続セキュリティー情報
読み取り専用セッション
SOURCE_DSN_SUFFIX

ローカル・キューブを作成するとき、または
ローカル・キューブに接続するときにのみ使
用する接尾部。この値はローカル・キュー
ブ・ファイルに保管されません。
ローカル・キューブ・ファイルに常駐するデ
ータをセッション専用のデータと区別すると
きに便利なプロパティーです。(セッション・
データには、ユーザー・アカウントとパスワ
ードが含まれます。)
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表 4. データ・リンク初期化のプロパティー (続き)
プロパティー

説明

ソース OLE DB プロバイダー

他の初期化プロパティーを含んだ、事前定義
のストリング。この標準 OLE DB プロパテ
ィーは、使用法を指定しません。使用法は、
それを使用するプロバイダーに特有です。

USEEXISTINGFILE

既存のローカル・キューブに接続するかどう
かを指定します。この値の先頭文字が
Y、T、または 0 以外の数字で、データ・ソ
ース・プロパティーで指定したキューブ・フ
ァイルが既にある場合、CREATECUBE およ
び INSERTINTO プロパティーは無視されま
す。既存のローカル・キューブへの接続が設
定されます。
この値が使用されないか、この値の先頭文字
が Y、T、または 0 以外の数字ではなく、デ
ータ・ソース・プロパティーで指定したキュ
ーブ・ファイルが既にある場合、
CREATECUBE および INSERTINTO プロパ
ティーの中のステートメントが、既存のキュ
ーブ・ファイルを上書きします。

Writeback タイムアウト

更新処理が発生するまでの秒数。更新処理と
の通信の試行を起動するのはコミット処理
で、このとき秒数のカウントが始まります。
コミットが正常に終るまで、または指定の秒
数が経過するまでカウントが続きます。
指定の秒数が経過するとコミット処理が失敗
するため、更新処理は発生しません。この場
合、ユーザーは別のコミット処理またはロー
ルバックを試行できます。

CREATE CUBE および INSERT INTO ステートメントについて詳しくは、
CREATE CUBE ステートメント および INSERT INTO ステートメント を参照し
てください。 Pivot Table Service の詳細は、Microsoft の OLAP Service 用 SQL
Server、および Microsoft データ・アクセス・コンポーネント SDK の資料を参照し
てください。

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」ページは、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。
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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」。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。

入力リンクの定義
このタスクについて
データをデータ・ソースに書き込むとき、MS OLEDB 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、「MSOLEDB 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」ページについて
「入力」ページには、「入力名」フィールド、「全般」タブ、「列」タブ、
「SQL」タブ、「列...」ボタン、「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。このリストには、MS OLEDB 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・ブラウザーを開始します。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。

「入力」ページの「全般」タブ
「入力」ページの「全般」タブを使用して、 MS OLEDB データ・ソースにデータ
を書き込む方法の詳細を指定します。

「入力」ページ - 「列」タブ
このタブには、データ・ソースに書き込まれる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
「SQL」タブを使用して、生成された SQL 照会を表示するか、独自の照会を指定
します。
このタブでは、データを OLE DB から読み取るために使用される、ステージ生成
SQL ステートメントまたはユーザー定義 SQL ステートメントを表示します。これ
には、「生成済み」、「ユーザー定義」、「BEFORE」、および「AFTER」タブが
含まれます。これらは、「SQL」タブの「入力」ページにあるものと同じです。
v 「生成済み」。 これには、「出力」ページの「全般」タブにある「出力アクショ
ン」の結果として IBM InfoSphere DataStage が構成した SQL ステートメントが
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含まれます。これらのステートメントは編集できませんが、「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。
v 「ユーザー定義」。このタブは、デフォルトで表示されます。ここには、デー
タ・ソースからの読み取りのために実行されるステートメントが含まれます。
GUI によって、このタブには、ステージが生成した 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 「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。BEFORE SQL ステートメントが複数あ
る場合は、各ステートメントをセミコロン (;) で区切ります。SQL ステートメン
トは、サイズを変更できる編集ボックスに入力します。データ・ソースの接続に
成功した直後に実行されます。「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似ていま
す。
v 「AFTER」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理した後に実行す
る SQL ステートメントが含まれます。AFTER SQL ステートメントが複数ある
場合は、各ステートメントをセミコロン (;) で区切ります。SQL ステートメント
は、サイズを変更できる編集ボックスに入力します。最後の行が処理されたあ
と、データ・ソースの接続が終了する前に実行されます。「BEFORE」タブと
「AFTER」タブは似ています。

OLE DB へのデータの書き込み
次のセクションでは、InfoSphere DataStage からデータ・ソースにデータを書き込む
ときに、SQL INSERT、DELETE、または UPDATE ステートメントをユーザーが生
成する場合とユーザー定義にする場合の相違について説明します。ステージでジョ
ブ・データ列を処理する前または後に、BEFORE SQL または AFTER SQL ステー
トメントを実行することもできます。

生成 SQL ステートメントの使用
このタスクについて
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、データ・ソースにデータを書き込み
ます。 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」フィールドに、表名を入力します。
2. 「入力アクション」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。入力アクションの説明は、「入力」ページの「全般」タ
ブを参照してください。
3. オプション。「説明」フィールドに、入力リンクの説明を入力します。
4. 「入力」ページの「列」タブをクリックします。
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5. 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。選択した入力アクシ
ョンと指定した列に基づいて、SQL ステートメントが自動的に作成されます。
ここでは、オプションで、SQL ステートメントを表示することができます。
6. 「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。
7. 「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。

ユーザー定義 SQL ステートメントの使用
このタスクについて
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、MS OLEDB 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するか、ストアード・
プロシージャーを呼び出すことができます。SQL ステートメントには、表名、実行
する入力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。
ユーザー定義の SQL 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」タブで、「SQL 生成」を「いいえ」に設定します。
2. 「入力アクション」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。入力アクションの説明は、「入力」ペ
ージの「全般」タブを参照してください。
3. 「SQL」タブをクリックし、次に「ユーザー定義」タブをクリックします。デフ
ォルトでは、ステージによって生成される SQL ステートメントが表示されてい
ます。データをターゲット・データ・ソースに書き込む SQL ステートメントを
作成するときに、この SQL ステートメントを編集することもできますし、ユー
ザー独自の SQL ステートメントを入力することもできます。このステートメン
トには、表名、実行する入力アクションのタイプ、書き込む列が含まれている必
要があります。
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。
使用する SQL ステートメントのタイプは、パラメーターの数および必要なキー
列によって異なります。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。
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表 5. ユーザー定義 SQL ステートメントのガイドライン
ステートメントの内容

使用するステートメント

キー列と同数のパラメーター

DELETE from TABLE WHERE Key1=? and
Key2=?

列と同数のパラメーター

INSERT into TABLE (Col1, Col2) VALUES
(?, ?)

列およびキー列と同数のパラメーター

UPDATE TABLE SET Col1=?, Col2=?,
Key1=?, Key2=? WHERE Key1=? and
Key2=?

このボックスのサイズは、非常に長いか複雑な SQL ステートメントを見やすい
ように表示するために、メイン・ウィンドウのサイズが変更されると、それに応
じて変わります。
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。
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。最後の SQL ステートメントの
あとには、バッチ終了シグナルとしてセミコロン (;) を追加してください。複数
の INSERT ステートメント、UPDATE ステートメント、および DELETE ステ
ートメントを組み合わせて 1 つのバッチにすることはできません。それぞれを
別個のコマンド・バッチで実行する必要があります。
4. 「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。

BEFORE SQL ステートメントの使用
このタスクについて
ステージがジョブ・データ行を処理する前に、SQL ステートメントを実行できま
す。データを処理する前に実行する SQL ステートメントを指定するには、次のよ
うにします。

手順
1. 「SQL」タブの「前処理」タブのテキスト入力域に、データの処理前に実行する
SQL ステートメントを入力します。
データ・ソースの接続に成功した直後に実行されます。複数の SQL ステートメ
ントを指定した場合、ステートメントは、セミコロン (;) をバッチ終了シグナル
として使用して、1 つ以上の Transact-SQL コマンド・バッチとして実行されま
す。
2. 「致命的でないエラーとして処理」チェック・ボックスを選択して、BEFORE
SQL の実行エラーを警告としてログに記録します。次のコマンド・バッチがあ
れば、処理は続行されます。それぞれの正常な実行は、別々のトランザクション
としてコミットされます。
このチェック・ボックスが選択されていなければ、BEFORE SQL の実行エラー
がジョブにとって致命的なエラーとして扱われ、トランザクションはロールバッ
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クされます。すべての BEFORE SQL ステートメントの実行が成功した場合にの
み、トランザクションはコミットされます。

AFTER SQL ステートメントの使用
このタスクについて
ステージがすべてのジョブ・データ行を処理したあとに、SQL ステートメントを実
行できます。データを処理したあとに実行する SQL ステートメントを指定するに
は、次のようにします。

手順
1. 「SQL」タブの「後処理」タブのテキスト入力域に、データの処理後に実行する
SQL ステートメントを入力します。
データ・ソースの接続が終了する直前に実行されます。複数の SQL ステートメ
ントを指定した場合、ステートメントは、セミコロン (;) をバッチ終了シグナル
として使用して、1 つ以上の Transact-SQL コマンド・バッチとして実行されま
す。
2. 「致命的でないエラーとして処理」チェック・ボックスを選択して、AFTER
SQL の実行エラーを警告としてログに記録します。次のコマンド・バッチがあ
れば、処理は続行されます。それぞれの正常な実行は、別々のトランザクション
としてコミットされます。
このチェック・ボックスが選択されていなければ、AFTER SQL の実行エラーが
ジョブにとって致命的なエラーとして扱われ、トランザクションはロールバック
されます。すべての AFTER SQL ステートメントの実行が成功した場合にの
み、トランザクションはコミットされます。

出力リンクの定義
このタスクについて
データをデータ・ソースから読み取るとき、MS OLEDB 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、「MSOLEDB 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」ページについて
「出力」ページには、「出力名」フィールド、「全般」、「列」、「選択」、
「SQL」タブ、「列...」、「データ参照...」ボタンがあります。(このリリースで
は、「データ参照...」ボタンは使用できません。) 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。
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。このリストには、MS OLEDB ステージから
のすべての出力リンクが表示されます。
v 「列...」ボタンをクリックして、出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。

第 6 章 MS OLEDB ステージ

53

v 「データ参照...」ボタンをクリックして、データ・ブラウザーを開始します。こ
れによって、出力リンクに関連付けられたデータを表示できます。(このリリース
では、「データ参照...」ボタンは使用できません。)

「出力」ページの「全般」タブ
「出力」ページの「全般」タブを使用して、 MS OLEDB データ・ソースからデー
タを読み取る方法の詳細を指定します。

「出力」ページ - 「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。列定義の
使用順序は、列グリッドに列定義が現れる順序と同じです。「列」タブは、ODBC
ステージの「列」タブと同じように動作します。
出力リンクと参照リンクの列定義にはキー・フィールドが含まれています。キー・
フィールドは、Transformer ステージの 1 次入力と参照入力を結合するときに使用
されます。MS OLEDB 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。

「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。これには、データの条件
付抽出のための SQL SELECT 節 (WHERE、HAVING、または ORDER BY など)
がオプションで含まれます。
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。
「選択」タブは 2 つの領域 (ペイン) に分かれています。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、HAVING 節または ORDER BY
節を入力できます。

「SQL」タブ
「SQL」タブを使用して、生成された SQL 照会を表示するか、独自の照会を指定
します。
このタブでは、データを OLE DB から読み取るために使用される、ステージ生成
SQL ステートメントまたはユーザー定義 SQL ステートメントを表示します。これ
には、「生成済み」、「ユーザー定義」、「BEFORE」、および「AFTER」タブが
含まれます。これらは、「SQL」タブの「入力」ページにあるものと同じです。
v 「生成済み」。 これには、「出力」ページの「全般」タブにある「出力アクショ
ン」の結果として IBM InfoSphere DataStage が構成した SQL ステートメントが
含まれます。これらのステートメントは編集できませんが、「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。
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v 「ユーザー定義」。このタブは、デフォルトで表示されます。ここには、デー
タ・ソースからの読み取りのために実行されるステートメントが含まれます。
GUI によって、このタブには、ステージが生成した 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 「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。BEFORE SQL ステートメントが複数あ
る場合は、各ステートメントをセミコロン (;) で区切ります。SQL ステートメン
トは、サイズを変更できる編集ボックスに入力します。データ・ソースの接続に
成功した直後に実行されます。「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似ていま
す。
v 「AFTER」。このタブには、ステージがジョブ・データ行を処理した後に実行す
る SQL ステートメントが含まれます。AFTER SQL ステートメントが複数ある
場合は、各ステートメントをセミコロン (;) で区切ります。SQL ステートメント
は、サイズを変更できる編集ボックスに入力します。最後の行が処理されたあ
と、データ・ソースの接続が終了する前に実行されます。「BEFORE」タブと
「AFTER」タブは似ています。

OLE DB からのデータの読み取り
次のセクションでは、データをデータ・ソースから IBM InfoSphere DataStage に読
み込むときに、生成された照会またはユーザー定義の照会のどちらを使用するかに
よる相違を説明します。
参照リンクの列定義にはキー・フィールドが必要です。キー・フィールドは、
Transformer ステージの 1 次入力と参照入力を結合するときに使用されます。MS
OLEDB 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。

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、
「出力」ページに入力した表定義と列定義を使用して自動的に作成されます。
「SQL 生成」で「はい」を選択すると、InfoSphere DataStage が作成した SQL
SELECT ステートメントを使用して、データ・ソ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];

使用するデータ・ソースおよび MS OLEDB 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。
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SELECT Name, Address, Phone FROM Table1;

SELECT 節と FROM 節は最低限必要な節で、InfoSphere DataStage が自動的に生成
します。次の 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。
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。 選択する列を含む表を指定します。
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。選択対象のグループ化行が満たさなければならない基準を指定しま
す。
v ORDER BY 節。 選択行をソートします。

ユーザー定義照会の使用
このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage が作成した SQL ステートメントを使用する代わりに、
MS OLEDB 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。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. 「出力」ページの「全般」タブで、「SQL 生成」を「いいえ」に設定します。
「SQL」タブの「ユーザー定義」タブが使用可能になります。これは、入力リン
クの「ユーザー定義」タブに似ています。
2. ステートメントを編集するか、選択された列をユーザー定義 SQL ステートメン
トにドラッグすることができます。出力リンクの表定義が正しく、必要な列を表
していることを確認します。 このステートメントから生成された結果セット
が、少なくとも 1 行返されます。複数の結果セットが作成される場合は、最初
のセットのみが使用されます。
3. 「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。

タスクの結果
ユーザー定義 SQL 照会を使用するときの制限事項は次のとおりです。
v データの読み取りに複数の SQL SELECT ステートメントを使用すると、最後の
ステートメントのみが結果を返します。
v SQL ステートメントのネストはサポートされません。
v 複数の結果セットが作成される場合は、最初のセットのみが使用されます。
v BEFORE SQL ステートメントと AFTER SQL ステートメントの実行から得られ
る行セットは処理の対象になりません。
v 参照出力リンクの場合、SELECT ステートメントには、列定義で指定されたパラ
メーター・マーカー (?) および「WHERE 節」プロパティーが必要です。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キー列
と同じ順番でなければなりません。
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OLE DB Server のデータ・タイプのサポート
次の表には、OLE DB 文字、数値、および日付データのタイプが記載されていま
す。
これは、IBM InfoSphere DataStage の SQL タイプの定義およびそれらの OLE DB
SQL サーバーのデータ・タイプを要約したものです。
表 6. OLEDB ステージでの OLE DB データ・タイプのサポート
InfoSphere DataStage の SQL データ・タイ
プ
OLE DB のデータ・タイプ
SQL_CHAR

DBTYPE_WSTR (Unicode ストリング)

SQL_VARCHAR

DBTYPE_WSTR

SQL_STRING

DBTYPE_WSTR

SQL_LONGVARCHAR

DBTYPE_WSTR

SQL_BINARY

DBTYPE_BYTES (バイトのアレイ)

SQL_VARBINARY

DBTYPE_BYTES

SQL_LONGVARBINARY

DBTYPE_BYTES

SQL_NUMERIC

DBTYPE_R8 (double)

SQL_DECIMAL

DBTYPE_R8

SQL_FLOAT

DBTYPE_R8

SQL_REAL

DBTYPE_R8

SQL_DOUBLE

DBTYPE_R8

SQL_INTEGER

DBTYPE_I4 (LONG)

SQL_SMALLINT

DBTYPE_I4

SQL_BIGINT

DBTYPE_I4

SQL_TINYINT

DBTYPE_I4

SQL_BIT

DBTYPE_I4

SQL_DATE

DBTYPE_DBDATE

SQL_TIME

DBTYPE_DBTIME

SQL_TIMESTAMP

DBTYPE_DBTIMESTAMP

ストアード・プロシージャーのサポート
サーバーの MS OLEDB 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。 次のルールが適用されます。
v リテラル値として入力パラメーターを指定します。パラメーター値として行の値
を引き渡すことは、サポートされていません。
v 出力パラメーターはサポートしていません。
v BEFORE SQL と AFTER SQL の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 すべてのリンクに対するユーザー定義の 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もできます。ストアード・プロシージャ
ーは、ステージ出力列定義と一致する行結果セットを生成するものでなければな
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りません。行結果セットは 1 つだけ処理され、それ以外の追加の結果は廃棄され
ます。入力リンク・パラメーターのカウントは、入力アクションに対応するもの
でなければなりません。例えば、ユーザー定義 SQL ステートメントを参照して
ください。

CREATE CUBE ステートメント
CREATE CUBE ステートメントは、新規のローカル・キューブの構造を定義しま
す。このステートメントでは SQL-92 の構文の大部分と CREATE TABLE ステー
トメントを共有しますが、キューブに対する構文が追加されています。
INSERT INTO ステートメントを使用して、キューブにデータを追加します。
INSERT INTO ステートメントについて詳しくは、INSERT INTO ステートメントを
参照してください。
次のセクションでは、バッカス正規形式 (BNF、Backus Naur Form) 記法で構文を説
明します。キューブの詳細は、SQL Server の資料を参照してください。

CREATE CUBE の構文 (BNF 記法による)
CREATE CUBE ステートメントの構文は、BNF 記法で表します。BNF は、一連の
シンボルと生成規則を使用して、ステートメントをコンポーネントに連続分解して
いく記法フォーマットです。
<create-cube-statement > ::= CREATE CUBE <cube name> <open paren>
DIMENSION <dimension name> [TYPE TIME],
<hierarchy def> [<hierarchy def>...]
[{, DIMENSION <dimension name> [TYPE TIME],
<hierarchy def> [<hierarchy def>...]}...] ,
MEASURE <measure name> <measure function def> [<measure format def>]
[<measure type def>]
[{, MEASURE <measure name> <measure function def> [<measure format def>]
[<measure type def>] }...]
[,COMMAND <expression>]
[,COMMAND <expression>...]
<close paren>
.<dimension name> ::= <legal name>
<hierarchy def> ::= [HIERARCHY <hierarchy name>,] <level def> [,<level def>...]
<level def> ::= LEVEL <level name> [TYPE <level type>] [<level format def>]
[<level options def>]
<level type> ::= ALL | YEAR | QUARTER | MONTH | WEEK | DAY | DAYOFWEEK
|DATE | HOUR | MINUTE | SECOND<level format def> ::= FORMAT_NAME <expression>
[FORMAT_KEY <expression>]
<level options def> ::= OPTIONS (<option_list>)
<option_list> :: = <option> [,<option_list>]
<option> ::= UNIQUE | SORTBYNAME | SORTBYKEY
<measure function def> ::= FUNCTION <function name>
<measure format def> ::= FORMAT <expression>
<function name> ::= SUM | MIN | MAX | COUNT
<measure type def> ::= TYPE <supported OLEDB numeric types>
<supported OLEDB numeric types> :: = DBTYPE_I1 | DBTYPE_I2 | DBTYPE_I4
| DBTYPE_I8 | DBTYPE_UI1 | DBTYPE_UI2 | DBTYPE_UI4 | DBTYPE_UI8 | DBTYPE_R4 |
DBTYPE_R8 | DBTYPE_CY | DBTYPE_DECIMAL | DBTYPE_NUMERIC | DBTYPE_DATE

DIMENSION 節
TYPE ALL レベルに指定された名前は、ALL レベルではなく、ALL メンバーの名
前になります。ALL レベルには、常に All という名前が付きます。例えば、
LEVEL [All Customers] TYPE ALL という節では、[All Customers] という名前の 1
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つのメンバーを含んだ、ALL という名前のレベルを作成します。[All Customers] と
いう名前のレベルはありません。

コマンド節
<expression> の値にスペースが入っている場合は、式全体を大括弧で囲みます。コ
マンドの本体に既に引用符があるので、引用符は使用しないでください。(OLAP
Service では大括弧のネストはサポートしていますが、引用符のネストはサポートし
ていません。)

例
CREATE CUBE Sales
(
DIMENSION Time TYPE TIME,
HIERARCHY [Fiscal],
LEVEL [Fiscal Year] TYPE YEAR,
LEVEL [Fiscal Qtr] TYPE QUARTER,
LEVEL [Fiscal Month] TYPE MONTH OPTIONS (SORTBYKEY, UNIQUE),
HIERARCHY [Calendar],
LEVEL [Calendar Year] TYPE YEAR,
LEVEL [Calendar Month] TYPE MONTH,
DIMENSION Products,
LEVEL [All Products] TYPE ALL,
LEVEL Category,
LEVEL [Sub Category],
LEVEL [Product Name],
DIMENSION Geography,
LEVEL [Whole World] TYPE ALL,
LEVEL Region,
LEVEL Country,
LEVEL City,
MEASURE [Sales]
FUNCTION SUM
FORMAT ’Currency’,
MEASURE [Units Sold]
FUNCTION SUM
TYPE DBTYPE_UI4
)

INSERT INTO ステートメント
INSERT INTO ステートメントは、表を作成してデータを格納するときに使用され
る SQL-92 構文に類似しています。これは、ディメンション・メンバーでローカ
ル・キューブにデータを追加します。
ローカル・キューブがマルチディメンション (MOLAP) ストレージ・モードの場
合、INSERT INTO ステートメントはさらにローカル・キューブにデータを追加し
ます。INSERT INTO ステートメントは、ローカル・キューブを作成する CREATE
CUBE ステートメントのあとで使用します。

バッカス正規形式 (BNF) 記法
BNF 記法で表した INSERT INTO ステートメントの構文は、次のとおりです。
<insert-into-statement> ::= INSERT INTO <target-clause>
[<options-clause>] [<bind-clause>] <source-clause>
<target-clause> ::= <cube-name> <open-paren> <target-element-list>
<close-paren>
<target-element-list> ::= <target-element>[, <target-element-list>]
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<target-element> ::= [<dim-name>.[<hierarchy-name>.]]<level-name>
| <time-dim-name>| [Measures.]<measure-name>
| SKIPONECOLUMN <level-name> ::= <simple-level-name>
| <simple-level-time>.
NAME|<simple-level-time>.KEY <time-dim-name>
::= <dim-name-type-time>
| <dim-name-type-time>.NAME | <dim-name-type-time>.KEY<options-clause> ::=
OPTIONS <options-list>
<options-list> ::= <option>[, <options-list>]
<option> ::= <defer-options> | < analysis-options>
<defer-options> ::= DEFER_DATA | ATTEMPT_DEFER<analysis-options> ::= PASSTHROUGH
| ATTEMPT_ANALYSIS <bind-clause>
::= BIND (<bind-list>)<bind-list>
::= <simple-column-name>[,<simple-column-name>]
<simple-column-name> ::= <identifier>
<source-clause> ::= SELECT <columns-list>
FROM <tables-list>
[ WHERE <where-clause> ]
| DIRECTLYFROMCACHEDROWSET <hex-number>
<columns-list> ::= <column-expression> [, < columns-list> ]
<column-expression> ::= <column-expression-name>
<column-expression-name> ::= <column-name> [AS <alias-name>]
| <alias name> <column-name>
<column-name> ::= <table-name>.<column-name>
| <column-function> | <ODBC scalar function> | <braced-expression>
<column function> ::= <identifier>(...)
<ODBC scalar function> ::= {FN<column-function>}
<braced-expression> ::= (...)
<tables list> ::= <table-expression> [, <table-list>]
<table-expression> ::= <table-name> [ [AS] <table-alias>]
<table-alias> ::= <identifier>
<table-name> ::= <identifier>
<where clause> ::= <where-condition> [AND <where-clause>]
<where condition> ::= <join-constraint> | <application constraint>
<join-constraint> ::= <column-name> = <column-name>
| <open-paren><column-name> = <column-name><close-paren>
<application-constraint> ::= (...)
| NOT (...)| (...) OR (...)
<identifier> ::= <letter>{<letter>|<digit>|<underline>|<dollar>|<sharp>}...

エレメントの名前
これらはレベル名とメジャー名で、あいまいにならないようにディメンション名や
Measures キーワードで修飾することもあります。バイナリー比較では、Measures キ
ーワードは大/小文字を区別します。バイナリー比較を使用する場合、または比較方
式が確認できない場合は、先頭の文字を大文字にした Measures を使用してくださ
い。
キューブ内部のレベルとメジャーは、それぞれが SELECT 節の列から取得したもの
です。

関連する SELECT 節に指定された列
これらの列は、指定された順序で INSERT INTO ステートメントのエレメントにバ
インドされ、1 対 1 の関係にあります。
それぞれのレベルは 2 つの列から取得したもので、一方は名前列として使用され、
他方はキー列として使用されます。両方の列は、同じ表に存在している必要があり
ます。レベルに関連した列が 2 つある場合、レベル名のあとで、INSERT INTO ス
テートメントに .NAME 接尾部または .KEY 接尾部を追加します。
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SELECT 節に指定された列に対して、INSERT INTO ステートメントの中に関連エ
レメントがない場合、未使用列のプレースホルダーとして SKIPONECOLUMN キー
ワードを使用します。SKIPONECOLUMN は 2 回以上使用できます。

TYPE TIME のディメンション
ディメンションの名前を指定します。データ・タイプが日付または時間データを含
んでいるソース表で、1 つの列とディメンション全体との間に相互の関連を付ける
のがディメンション名です。TYPE <level type> レベルは、CREATE CUBE ステー
トメントの時刻ディメンションで識別されるもので、SELECT 節で指定されたソー
ス列から時刻情報を抽出することを可能にします。例 4 を参照してください。

WHERE 節
この節には、アプリケーションと結合に関する制約があります。パーサーが解析す
るのは結合に関する制約のみです。結合制約に従って、すべての表からファクト表
とディメンション表までのパスを見つけます。アプリケーション制限を使用するの
は、ファクト表の制約を指定する場合のみで、変更なしでパススルーされます。

括弧間の式
括弧間の式はアプリケーション制約として処理されます。例えば、式が
Sales.Product_ID = Products.Product_ID AND Sales.Customer_ID = Customers である
と仮定します。 Customer_ID は括弧で囲みます。そうするとアプリケーション制約
とみなされ、結合制約としては使用されません。ユーザーのアプリケーションで括
弧を使用するのは、アプリケーション制約を囲む場合のみです。例えば、
(Product.Price < 100 AND Product.Category = 1) のように使用します。

BIND 節
行セットを作成するために使用する列名で指定されたレベル名とメジャー名をバイ
ンドするときは BIND 節を使用します。

AS <alias-name> 構文
これは、リレーショナルの (ROLAP) ストレージ・モードでは、ローカル・キュー
ブに対してサポートされていません。

例 1
INSERT INTO MyCube (Year, Month.Name, Month.Key, [Product Group],
[Product Name], Country, Sales, Cost)
OPTIONS DEFER_DATA
SELECT MyTable.Year, MyTable.Month, MONTH(MyTable.Month), MyTable.ProdGroup,
MyTable.ProdName, MyTable.Country, MyTable.Sales, MyTable.Cost
FROM MyTable
WHERE MyTable.SalesRep = "Amir" and MyTable.CustomerGroup = "Industry"

例 2
INSERT INTO MyCube (Year, Month, [Product Group], [Product Name], Country,
Sales, Cost)
OPTIONS PASSTHROUGH SELECT MyTable.Year, MyTable.Month, MyTable.ProdGroup,
MyTable.ProdName, MyTable.Country, MyTable.Sales, MyTable.Cost
FROM MyTable
WHERE MyTable.SalesRep = "Amir" and MyTable.CustomerGroup = "Industry"
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注: PASSTHROUGH オプションは、Pivot Table Service で解析しないで、
PASSTHROUGH オプションに続く SELECT 節をデータベース・エンジンに直接に
渡すように指定します。

例 3
INSERT INTO MyCube (Year, Month, [Product Group], [Product Name],
Country, Sales, Cost)
DIRECTLYFROMCACHEDROWSET 0x00001284

注: DIRECTLYFROMCACHEDROWSET キーワードは、キーワードの直後に指定さ
れたメモリーのアドレスからデータを読み取るように指示します。ユーザーは、ア
プリケーションにメモリーの正しいアドレスを指定する必要があります。実行時
に、OLE DB 行セットを指す IUnknown ポインターの処理中アドレスとしてこの番
号が想定されます。

例 4
CREATE CUBE MyCube (
DIMENSION TimeDim TYPE TIME,
LEVEL MyYear TYPE YEAR,
LEVEL MyQtr TYPE QUARTER,
LEVEL MyMonth TYPE MONTH,
DIMENSION Products,
LEVEL [Product Group],
LEVEL [Product Name],
DIMENSION Geography,
LEVEL State,
LEVEL City,
MEASURE [Sales]
FUNCTION SUM
FORMAT ’Currency’,
MEASURE [Units Sold]
FUNCTION SUM
)
INSERT INTO MyCube (TimeDim, [Product Group],
[Product Name], State, City, Sales, [Units Sold])
OPTIONS DEFER_DATA
SELECT MyTable.TransDate, MyTable.ProdGroup,
MyTable.ProdName, MyTable.State,
MyTable.City, MyTable.Sales, MyTable.UnitsSold
FROM MyTable
WHERE MyTable.SalesRep = "Jacobsen" and
MyTable.CustomerGroup = "Industry"

パススルー・オプション
PASSTHROUGH オプションは、高度な照会処理を行います。このオプションでは、
Pivot Table Service による修正をせずに、SELECT 節をソース・データベースに直
接渡します。
PASSTHROUGH が指定されていないと、Pivot Table Service が照会を解析し、オリ
ジナルに相当する照会のセットを公式化します。これらの照会は、ソース・データ
ベースと索引構造に合わせて最適化されます。多くの場合、この照会のセットの方
が、指定された照会より効率がよくなります。
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DEFER_DATA オプションを使用すると、照会はローカルに解析されます。これ
は、ユーザー要求を満足させるデータを取り出す必要がある場合だけ実行されま
す。DEFER_DATA は、ROLAP ストレージ・モードでローカル・キューブを定義す
ることを指定します。
ATTEMPT_DEFER オプションがあると、Pivot Table Service は照会を解析し、うま
くいけばデータのロードを延期します。照会を解析できないと、指定された照会は
直ちに、PASSTHROUGH が指定されたときと同様に処理されます。
ATTEMPT_ANALYSIS オプションがあると、Pivot Table Service は照会を解析し、
最適化されたセットの照会を公式化します (MOLAP モードで処理)。照会を解析で
きないと、指定された照会は直ちに、PASSTHROUGH が指定されたときと同様に処
理されます。

パススルーの互換性
以下の表は、MOLAP および ROLAP ストレージ・モード用の INSERT INTO ステ
ートメントのオプションを要約したものです。PT は、PASSTHROUGH 機能を示す
ものです。
表 7. MOLAP および ROLAP ストレージ・モードの INSERT INTO ステートメントのオプ
ション

オプション

構文解析

成功
DEFER_DATA
または
失敗
ATTEMPT_
DEFER のどちら
でもない

PASSTHROUGH また
は ATTEMPT_
ANALYSIS のど PASSちらでもない
THROUGH

ATTEMPT_
ANALYSIS

MOLAP エラー

MOLAP

MOLAP (PT)
N/A

MOLAP (PT)

DEFER_DATA

成功 失敗

ROLAP エラー

エラー N/A

ROLAP エラー

ATTEMPT_
DEFER

成功 失敗

ROLAP MOLAP
(PT)

MOLAP (PT)

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

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

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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付録 C. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



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


optional_item

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



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

required_choice1
required_choice2



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


optional_choice1
optional_choice2

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


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

 required_item  repeatable_item



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



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

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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付録 D. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 8. 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。

© Copyright IBM Corp. 1999, 2014
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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 9. 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 9. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

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

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

表定義
BCPLoad ステージ

10

D
DRS、Dynamic Relational ステージ
dsenv スクリプト 3
Dynamic Relational ステージ

［マ行］

5

5

メタデータ、インポート

［ア行］

BCPLoad ステージ 10
文字セット・マップの定義

お客様サポート
連絡先

BCPLoad ステージ

構文
コマンド・ライン

リジェクト行の処理

7

［サ行］
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ー 13
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「出力」ページ 54
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BCPLoad ステージ 13
Stored Procedure ステージ 5
製品資料
アクセス 73
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アクセシビリティー 65
設定、データベースの環境変数の
設定 2, 3
ソフトウェア・サービス
連絡先 71
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［ハ行］
パラレル・キャンバス 9
バルク・コピー・ プログラム、BCP ユー
ティリティーを参照 6
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