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パターン・アクション・リファレンス

IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレ
ンス
正しい標準化を行うには、パターン・マッチングの概念とマッチングの理由を理解
することが必要です。
この参照資料では、パターン・アクション言語とパターン・アクション・ファイル
について説明します。これは、アプリケーション開発者を対象としています。パタ
ーン・アクション・ファイルは、一連のパターンと関連アクションから構成されま
す。入力データは、パターンに一致することも、または一致しないこともありま
す。入力データがパターンに一致すると、そのパターンに関連付けられたアクショ
ンが実行されます。入力データがパターンに一致しなければ、アクションはスキッ
プされます。

パターン・アクション言語の概要
パターン・アクション言語を使用して、データを操作します。解析をしてデータ内
のパターンを識別し、そのパターンに基づいて、データに対してアクションを実行
できます。
パターン・アクション・ファイルには、一連のパターン・アクション・セットが含
まれます。各セットには、パターン条件と、その後にアクション・ステートメント
が含まれます。アクションは、トークンに分けられて分類された入力データに対し
て実行されます。アクションは、与えられたトークンのパターンに基づきます。
パターン条件には次のエレメントを含めることができます。
オペランド
入力データのクラス表現。クラス表現は、ユーザー定義クラスか、デフォル
ト・クラスのどちらかです。
ユーザー変数
ユーザーが定義するシンボル名で、変更可能な値が関連付けられています。
ディクショナリー・フィールド
出力フィールド名の集合で、ディクショナリー定義ファイル (.DCT) にある
ディクショナリー表に定義されています。
パターンは、パターン・アクション・ファイルの中で出現する順序で実行されま
す。パターンは、入力データと一致するかしないかのいずれかで判断されます。一
致した場合は、パターンに関連付けられたアクションが実行されます。一致しない
場合、このアクションはスキップされます。この場合、処理は、ファイルの次のパ
ターンへと続行されます。
パターン・アクション・ファイルによって、ルール・セットのパーツとなるロジッ
クを使用できます。ルール・セットは、構文解析されて分類された入力データに対
して適用され、データを標準化します。
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パターン・アクション・ファイルは ASCII ファイルです。これは、標準のテキス
ト・エディターを使用して作成または更新できます。

パターン・フォーマットの記述
オペランドおよび条件ステートメントを持つパターン・フォーマットの記述を使用
できます。
パターンは、1 つ以上のオペランドで構成できます。複数のオペランドは縦線で区
切られます。例えば、次のパターンには 4 つのオペランドがあります。
^ | D | ? | T

これらは、それぞれ [1]、[2]、[3]、および [4] のアクションを調べます。
オペランドは、スペースを使用して区切ることができます。例えば、次の 2 つのパ
ターンは同じものです。
^|D|?|T
^ | D | ? | T

ヒント: オペランドとパイプの間にスペースを入れると、パターンが読みやすくな
り、デバッグもしやすくなります。スペースは、IBM® InfoSphere® QualityStage® に
備えられた、事前に作成されたルールに従って使用されます。
コメントを追加するには、そのコメントの前にセミコロンを付けます。行全体、ま
たは行の後方のみをコメントにできます。例えば、次のとおりです。
;
;Process standard addresses
;
^ | D | ? | T ; 123 N MAPLE AVE

フィールドを参照するには、列名を中括弧で囲みます。例えば、
{HouseNumber}、{StreetPrefixDirectional}、{StreetName}、および {StreetSuffixType}
は、ディクショナリー定義ファイルで定義されたディクショナリー列名を参照しま
す。
^ | D | ? | T |
[ {HouseNumber}
{StreetName} =
Common Pattern

$ |
= "" & {StreetPrefixDirectional} = "" &
"" & {StreetSuffixType} = "" ] ;
Found: CALL Address_Type SUBROUTINE then EXIT

個々のパターン行に応じたパターン・マッチングは、最初のマッチングが見つかっ
た後で停止します。例えば、住所 123 MAPLE AVE & 456 HILL PLACE では、次
のパターンは 123 MAPLE AVE に一致しますが、456 HILL PLACE には一致しま
せん。
^ | ? | T

パターンにはオペランドが含まれない場合もあります。例えば、条件ステートメン
ト [Required_Step ="TRUE"] は、ユーザー変数 Required_Step を含むパターンで
す。
最も単純なパターンは、次のように分類タイプのみで構成されます。
^ | D | ? | T
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これらは直接的で分かりやすいため、詳しい説明は必要ありません。これらのパタ
ーンには、ハイフンおよびスラッシュを表示できます。例えば、次のとおりです。
123-45 matches to ^ | - | ^
123 ½ matches to ^ | ^ | / | ^

構文解析エレメント (PRAGMA)
標準化の処理は、入力データ内のトークンの識別から始まります。トークンは、単
一文字、単一ワード、あるいはスペースで区切られていない複数ワードであること
ができます。
パターン・アクション・ファイルの中にある表の構文解析パラメーターは、トーク
ンを定義します。例えば、ラテン語ベースの言語の場合、123-456 は、123、ハイフ
ン (-)、および 456 の 3 つのトークンがあります。ハイフンは、ワード間を区切る
もので、それ自体がトークンと見なされます。
スペースは、別個のトークンです。このスペースも入力データからストリップされ
ます。例えば、123 MAIN ST は、123、MAIN、および ST の 3 つのトークンで構
成されます。

SEPLIST と STRIPLIST の使用
SEPLIST と STRIPLIST は、パターン・アクション・ファイルの PRAGMA_START 行と
PRAGMA_END 行の間に置く仕様ステートメントです。
次のステートメントのいずれか、あるいは両方を指定して、デフォルト解釈をオー
バーライドできます。
v SEPLIST。このリストの任意の文字を使用してトークンを区切ります。
v STRIPLIST。このリストの任意の文字を除去します。
両方のリストにある文字はトークンを区切りますが、この文字そのものは、トーク
ンとしては表示されません。最適な例は、スペースです。1 つ以上のスペースがス
トリップされても、スペースは、あるワードの終了地点と別のワードの開始地点を
示します。スペース文字を、SEPLIST と STRIPLIST の両方に含めます。
SEPLIST と STRIPLIST の両方を組み込む場合は、.pat ファイルの最初のステートメ
ント・セットとして、¥PRAGMA_START と PRAGMA_END の間に入れます。例えば、次
のとおりです。
¥PRAGMA_START
SEPLIST " ,"
STRIPLIST " -"
¥PRAGMA_END

リストの文字は引用符で囲んでください。

リストへの解析ルールの適用
特殊トークン・クラス (~) は、SEPLIST および STRIPLIST に含まれていない特殊
文字を表します。これらの文字 (!、¥、@、~、%) には、特殊な処理が必要です。
特殊文字を追加する場合は、次のルールを考慮に入れてください。
IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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v SEPLIST または STRIPLIST には引用符を使用しないでください (引用符の前にエ
スケープ文字の円記号 (¥) を置いた場合を除く)。
v 円記号 (¥) は、パターンで使用するエスケープ文字ですが、この文字自体もエス
ケープされる必要があります (¥¥ となる)。
次の例では、スペースは両方のリストにあり、ハイフンは STRIPLIST にあります
が、SEPLIST にはありません。ハイフンはストリップされ、STRATFORD-ONAVON は STRATFORDONAVON と見なされます。
SEPLIST: " !?%$,.;:()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-¥¥’’"

次の例では、ハイフンは両方のリストにあります。SEPLIST は STRIPLIST の前に適
用されているため、入力データの STRATFORD-ON-AVON は、解析して 3 つのト
ークン STRATFORD、ON、および AVON に分解されます。
SEPLIST: " !?%$,.;:-()/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:-¥¥’’"

次の例では、トークンをコンマで区切って市と都道府県 (州) を見分けられるように
します (SALT LAKE CITY, UTAH)。その他の特殊文字は、特殊タイプとして分類
されます。
SEPLIST: " !?%$,.;:()-/#&"
STRIPLIST: " !?*@$.;:¥¥’’"

それぞれのルール・セットには、独自のリストがあります。ルール・セットのリス
トがない場合は、以下のデフォルト・リストが使用されます。
SEPLIST: " !?%$,.;:()-/#&"
STRIPLIST: " !?*@$,.;:¥¥’’"

デフォルトの SEPLIST と STRIPLIST をオーバーライドしても、既に定義されたク
ラスとの競合は起きません。特殊文字が SEPLIST に含まれている場合、その特殊文
字のクラスは変更されるためです。
ある特殊文字が SEPLIST に含まれていて、STRIPLIST に含まれない場合、その特殊
文字のトークン・クラスはその文字自身になります。
例えば、^ は数値クラス指定子です。この文字を SEPLIST に追加して STRIPLIST
に追加しなかった場合、^ を構成するトークンには、^ のクラスが指定されます。
このトークンは、次に、パターン・アクション・ファイルの数値クラス (^) と一致
します。

トークナイザーの指定
パターン・アクション・ファイルの PRAGMA セクションの中で、TOK コマンドを
使用して、ルール・セットで使用する地域設定を指定できます。それによって、ト
ークンの処理方法を指示します。
TOK は、任意指定の仕様ステートメントです。トークナイザーを指定しなければ、
使用されるトークナイザーは、分析または標準化を実行するコンピューターの地域
設定に基づきます。次のいずれかのトークナイザーを選択できます。
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トークナイザー

説明

ラテン語ベース

英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語と
いった言語の場合。トークンは、一般的に、
スペースで区切られます。

CJK

中国語、日本語、韓国語の場合。トークン
は、一般的に、区切られません。

TOK の構文は次のとおりです。
TOK locale

locale は、International Components for Unicode (ICU) のロケール標準です。
標準化の間に、TOK コマンドの後に次のいずれかのコードで始まるロケール変数が
続くと、CJK トークナイザーが使用されます。
v ja
v zh
v ko
v vi
ロケール変数可変が、それ以外の値であれば、ラテン語ベースのトークナイザーが
使用されます。
例えば、TOK en_US と指定すると、トークナイザーは、トークン化方式に、ラテン
語ベースの言語に関する考慮事項を組み込みます。TOK jp_JP と指定すると、トー
クナイザーは、トークン化方式に、ロケール固有の (CKJ) 考慮事項を組み込みま
す。

無条件パターン
無条件パターンは、個々の値に依存せず、コード化が最も簡単で、最も一般的に使
用されるものです。この条件を指定すると、指定された状況に限りパターンを一致
させることができます。

単純パターン・クラスの識別
単純パターン・クラスは、データと意味のあるパターンを結びつけて、パターン・
アクションと一致させるために使用されます。
単純パターン・クラスは、単一文字で表されます。
パターン内部では、拡張文字の円記号 (¥) を使用して、パターン表の構文が特定の
単一文字クラスの影響を受けないようにする必要があります。単一文字クラスの、
ハイフン -、スラッシュ /、番号記号 #、左括弧と右括弧 ()、およびアンパーサンド
& には、拡張文字の円記号 (¥) を使用します。
SEPLIST および STRIPLIST エントリーを指定する場合は注意が必要です。例えば、
アンパーサンドを単一トークンとして認識させるには、この記号を SEPLIST に組み
込み、STRIPLIST には組み込みません。 円記号 が SEPLIST にあると、そのクラス
は ¥ (円記号) になります。円記号をパターンの中で使用する場合は拡張文字を付け
IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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る必要があり、パターンの中では 2 つの円記号 (¥¥) にします。 3 ページの『リス
トへの解析ルールの適用』も参照してください。
NULL クラス (0) は、この単一文字クラスのリストには含まれていません。NULL ク
ラスは、トークンを NULL にするために分類 (.CLS) または RETYPE アクションで使
用されます。NULL クラスに一致するものは何もないため、これはパターンでは使用
されません。
単純パターン・クラスには次のものがあります。
表 1. 単純パターン・クラスのリストと説明
クラス

説明

A から Z

分類からのユーザー提供のクラス
A から Z のクラスは、分類においてユーザーがコーディングしたクラスに
対応します。例えば、APARTMENT に分類の U クラスが指定されている場
合、APARTMENT は単純パターン U と一致します。

^

数字
クラス ^ (キャレット) は単一の数値 (例えば、数値 123 など) を表しま
す。ただし、数値 1,230 の場合は 3 つのトークン (数値 1、コンマ、およ
び数値 230) を使用します。

?

分類にない、1 つ以上の連続したワード。
クラス ? (疑問符) は、1 つ以上の連続する英字ワードを表します。例え
ば、MAIN、CHERRY HILL、および SATSUMA PLUM TREE HILL はそれ
ぞれ単一の ? クラスと一致します (これらのどのワードもルール・セットの
分類にない場合)。クラス ? は、通りの名前での使用 (複数ワードの通りの
名前と単一ワードの通りの名前を同じように扱う必要がある場合) に役立ち
ます。

+

分類にない、単一の英字ワード。
+ (正符号) は、不明なストリングの各部を区切る場合に役立ちます。例え
ば、OWAIN LIAM JONES のような名前の場合は、以下のようにして個々の
ワードを名、ミドルネーム、および姓の列にコピーします。
+ | + | +
COPY [1] {GivenName}
COPY [2] {MiddleName}
COPY [3] {FamilyName}

&

不特定型の単一トークン
クラス & (アンパーサンド) は、いずれかのクラスの単一トークンを表しま
す。例えば、アパート・タイプの後に続く単一ワードと一致するパターン
は、次のとおりです。
U | &
SUITE 11 は、このパターンによって認識されます。しかし、APT 1ST FlOOR
などの場合は、APT 1ST のみがこのパターンで認識されます。
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表 1. 単純パターン・クラスのリストと説明 (続き)
クラス

説明

\&

アンパーサンドをリテラルとして使用するには、アンパーサンドの前に拡張
文字の円記号 (¥) を入力します。
< | \& | ? | T
1ST & MAIN ST は、このパターンによって認識されます。

>

数字先行
クラス > (より大記号) は、後に文字が続く数字を持つトークンを表しま
す。例えば、123A MAPLE AVE のような番地は、以下のように一致させる
ことができます。
> | ? | T
123A は、このパターンによって認識されます。トークンは英字と数字を含み
ますが、数字が先に来ます。この例では、T は通りの種類を表します。

<

英字先行
クラス < (より小記号) は、それ自体が先行する英字に一致します。これ
は、次の例で有用です。
A123
ALPHA77
トークンは英字と数字を含みますが、英字が先に来ます。

@

複雑な混合
クラス @ (アットマーク) は、例えば A123B, 345BCD789 など、英字と数
字が複雑に組み合わされたトークンを表します。例えば、Hamilton ON L8N
2P1 などの区域情報は、次のように一致させることができます。
+ | P | @ | @
この例で、P は Province (州) を表します。最初の @ は L8N を表し、2 番
目の @ は 2P1 を表します。

~

特別な句読点
クラス ~ (ティルド) は、SEPLIST にない特殊文字を表します。例えば、
SEPLIST に $ 記号と % 記号が含まれていなければ、次のパターンを使用す
ることもできます。
~ | +
この例では、$ HELLO および % OFF がこのパターンに一致します。

k

1 つ以上の中国語数字

/

Literal
クラス / (スラッシュ) は、123 ½ MAPLE AVE のような分数の住所に利用
できます。この住所は、次のパターンと一致します。
> | ^ | / | ^ | ? | T

\/

円記号、スラッシュ
拡張文字の円記号 (¥) を付けたスラッシュは、/ (スラッシュ) クラスを使用
するのと同じ方法で使用できます。
IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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表 1. 単純パターン・クラスのリストと説明 (続き)
クラス

説明

-

Literal
クラス - (ハイフン) は、アドレス範囲によく使用されます。例えば、
123-127 などの住所範囲は、次のパターンと一致します。
^ | - | ^

\-

拡張文字の円記号 (¥) を付けたハイフンは、- (ハイフン) クラスを使用する
のと同じ方法で使用できます。

\#

リテラル。拡張文字の円記号 (¥) とともに使用する必要があります (例え
ば、¥#)。
クラス # (ポンド記号) は、ユニットの接頭部としてよく使用されます。例
えば、suite #12 または unit #9A などの住所は、次のパターンに一致しま
す。
U | ¥# | &

()

Literal
クラス ( と ) (括弧) は、パターン構文の中で、オペランドまたはユーザー
変数を囲むために使用されます。次に、数字先行オペレーターと末尾文字オ
ペレーターを含むパターン構文の例を示します。
> | ? | T
COPY [1](n) {HouseNumber}
COPY [1](-c) {HouseNumberSuffix}
COPY [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}
EXIT
このパターン構文の例は、住所 123A MAPLE AVE を認識します。数字
123 は番地として認識され、文字 A は番地の接尾部として認識されます。
括弧付きの注釈を除去するには、左括弧または右括弧とともに拡張文字の円
記号 (¥) を使用します。(see Joe, Room 202) などの括弧付きの注釈を削除
するには、このパターンを指定します。
\( | ** | \)
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
このコード例では、括弧と括弧付きの注釈の内容を除去しています。さら
に、これらのフィールドを NULL に再入力すると、括弧付きの文は、パター
ン・アクション・ファイル内で以降に出現する全パターンの検討対象から本
質的に除外されます。
NULL クラス (0) は、この単一文字クラスのリストには含まれていません。
NULL クラスは、トークンを NULL にするために分類または RETYPE アクショ
ンで使用されます。NULL クラスに一致するものは何もないため、これはパタ
ーンでは使用されません。
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表 1. 単純パターン・クラスのリストと説明 (続き)
クラス

説明

¥( および ¥)

括弧付きの注釈を除去するには、左括弧または右括弧とともに拡張文字の円
記号 (¥) を使用します。(see Joe, Room 202) などの括弧付きの注釈を削除
するには、このパターンを指定します。
\( | ** | \)
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
このコード例では、括弧と括弧付きの注釈の内容を除去しています。さら
に、これらのフィールドを NULL に再入力すると、括弧付きの文は、パター
ン・アクション・ファイル内で以降に出現する全パターンの検討対象から本
質的に除外されます。

サブフィールド・クラス (1 から 9、-1 から -9) の適用
サブフィールド・クラス 1 から 9、および -1 から -9 は、? ストリングの個々の
ワードを解析する場合に使用されます。
数値 1 は最初のワードを表し、数値 2 は 2 番目のワードを表します。数値 –1 は
最後のワードを表し、数値 -2 は最後から 2 番目のワードを表します。参照される
ワードが存在しない場合、パターンは一致しません。会社名を処理していて最初の
ワードのみが必要になった場合、WILLIAMS BIG SUPER CELL COMPANY のよ
うな会社名は、次のパターンと一致します (COMPANY は、分類 (.CLS) において
タイプ C となっていることを前提にしています)。
+ | + | + | + | C

WILLIAMS がオペランド [1]、BIG がオペラ
ンド [2]、SUPER がオペランド [3]、CELL
がオペランド [4]、COMPANY がオペランド
[5]

? | C

WILLIAMS BIG SUPER CELL がオペランド
[1]、COMPANY がオペランド [2]

1 | C

WILLIAMS がオペランド [1]、COMPANY
がオペランド [2]

2 | C

BIG がオペランド [1]、COMPANY がオペラ
ンド [2]

–1 | C

CELL がオペランド [1]、COMPANY がオペ
ランド [2]

–2 | C

SUPER がオペランド [1]、COMPANY がオ
ペランド [2]

サブフィールド・クラスには、単一の英字クラス (+) を結合できます。例えば、
CHERRY HILL SANDS のような一連の不明な連続トークン内では、以下のパター
ンで次のようなマッチングが行われます。
+ | -1

+ はワード CHERRY と一致し、–1 は SANDS と一致します。オペランド [1] は
CHERRY、オペランド [2] は SANDS となります。
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サブフィールド範囲の指定
パターンにマッチングするときに、ワードの範囲を指定できます。
フォーマットは次のとおりです。
(beg:end)

以下に例を示します。
(1:3)

1 から 3 ワードの範囲を指定します

(–3:–1)

最後から 3 つめのワードから、最後のワー
ドまでの範囲を指定します。

(1:–1)

最初のワードから最後のワードまでの範囲を
指定します (最後のワードに ? を使用するほ
うが、アクションがより効率的になります)

住所が 123 - A B Main St の場合、次のパターンを使用できます。
^ | - | (1:2)
COPY [3] {HouseNumberSuffix}
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0

このパターンでは、A と B が {HouseNumberSuffix} (番地の接尾部) フィールドに
移動します。また、このパターンは、A と B を NULL トークンに変更するので
(さらにハイフンも同様に再入力されます)、ファイル内の以降のパターンの検討対象
からこれらは除外されます。

汎用クラスの適用
汎用 ( **) クラスを他のオペランドと結合することで、クラスが読み取るトークン
を制限できます。汎用クラスは、トークンなしを意味する NULL であることもでき
ます。
クラス ** はすべてのトークンと一致します。例えば、パターン ** を使用する
と、123 MAIN ST も、123 MAIN ST, LOS ANGELES, CA 90016 なども一致しま
す。次のパターンは、タイプ (トークンになりえないもの) の前の全トークンとその
タイプに一致します。
** | T

したがって、123 N MAPLE AVE は、オペランド [1](123 N MAPLE) およびオペ
ランド [2](AVE) と一致します。
汎用クラスは、NULL であることもできます。タイプの前にトークンは必要ありま
せん。また、このパターンのオペランド [1] が NULL の場合、AVENUE もこのパタ
ーンに一致します。
次のパターンでは、** は数値と通りの種類の間にある全トークンを参照します。
^ | ** | T

この例では、クラス ^ (キャレット) とタイプ (T) クラスが、** クラスの開始と終
了を定義します。クラス ** には、クラス ^ に加えて数値を含むことができます
が、追加の通りの種類トークンを含むことはできません。
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** オペランドにはトークンの範囲を指定できます。例えば、次のパターンは、数値
の後に通りの種類以外のトークン (少なくとも 2 つ)、その後に通りの種類がくるも
のと一致します。
^ | ** (1:2) | T

オペランド [2] は、通りの種類以外のトークン (厳密に 2 つ) から成ります。この
場合は 123 CHERRY TREE DR には一致しますが、123 ELM DR には一致しませ
ん (数値の後のトークンが 1 つのみであるため)。範囲は、単一のトークン ((1:1)
のように指定) からすべてのトークン ((1:–1) のように指定) まで指定できます。
パターン **(1:1) を指定すると、任意の単一トークンに相当する & を指定するより
も処理時間が非常に長くなります。ただし、パターンに & を ** と共に使用して、
** | & などとする必要はありません。検出された最初のトークンは & で使用され
ます。 & を ** と共に使用して適用される値検査または適切な条件は、意味があり
ます。例えば、次のとおりです。
** | & = "123", "ABC"

** のオペランドに条件値または条件式を指定することはできません。

フィールドの末尾指定子 ($) の使用
$ 指定子は、実際にはどの実トークンとも一致しませんが、パターンの終了を示し
ます。
$ 指定子のないパターン条件は、米国の住所における市、州、および郵便番号情報
といったフィールドの部分を表すことができます。例えば、Littleton, MA 01460 と
LITTLETON MA 01460-6245 は、次のパターンに一致します。
? | S | ^

しかし、ハイフン (-) と ZIP+4 である 01460-6245 は、マッチングの部分ではあり
ません。一致条件の一部として郵便番号 01460-6245 を含めるには、次のパターン
を使用します。
? | S | ^ | - | ^ | $

郵便番号の後の入力データは、マッチングの部分ではありません。

浮動位置決め指定子の使用
位置決め指定子は、パターン・マッチングの配置を変更する場合に使用します。
これまでのパターンの説明では、パターンはフィールドの最初のトークンと一致す
る必要がありました。例えば、次のパターンは MAPLE AVE および CHERRY
HILL RD と一致しますが、123 MAPLE AVE については、数字が最初のトークン
になっているため、一致しません。
? | T

浮動指定子を使用すると、特定のパターンに合った入力フィールドをスキャンする
ことができます。アスタリスク (*) は位置決め指定子です。これは、1 つのパター
ンの一致が見つかるまで、またはパターン全体がスキャンされるまで、左から右
に、パターン検索が行われることを意味します。アスタリスク (*) は、直後にある
クラスが浮動クラスであることを示す場合に使用できます。
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住所に (アパートなど) 部屋番号が存在する場合、データを単純にするために、部屋
番号をスキャンし、処理し、NULL に再入力して、基本的なパターンが住所の主要
部を処理できるようにします。例えば、123 MAIN ST APT 34 および 770 KING ST
FL 3 RM 101 などの住所は、基本的な番地に追加情報が付いています。次のパター
ンは、ユニット (建物) とフロア (階) の情報を検索し、そのデータを適切なディク
ショナリー・フィールドに設定します。そして、その後の処理のために、ユニット
とフロアの情報を除去します。U はユニットのクラスで、F はフロアのクラスで
す。
*U | ^
COPY_A [1] {UnitType}
COPY [2] {UnitValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
*F | ^
COPY_A [1] {FloorType}
COPY [2] {FloorValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0

トークンを NULL に再入力すると、それらのトークンは、パターン・アクション・
ファイル内にある以降の全パターンの検討対象から除外されます。可能性のあるす
べての組み合わせを詳細に検討せずに済みます。これで、処理されるデータは、123
MAIN ST と 770 KING ST になりました。どちらのエントリーも、パターンは ^ |
? | T です。
データの一部分を浮動指定子を使用して処理すると、2 つの入力フィールドが単純
になり、入力パターンが同一になります。標準化タスクが一層簡単になります。
浮動位置決め指定子の機能は、1 つの一致が見つかるまでトークンをスキャンする
ことにあります。すべてのオペランドが一致すれば、このパターンは一致します。
オペランドが一致しない場合、スキャナーは右に 1 トークン進めて処理を繰り返し
ます。これは、入力ストリングの上でテンプレートを移動するようなものです。テ
ンプレートが一致すれば、処理は完了します。そうでない場合は、テンプレートは
次のトークンに進みます。
注: 1 つの入力ストリングで 1 つのパターンに一致するのは 1 つだけです。アク
ションが処理されると、その行で他のマッチングの可能性があったとしても、制御
は次のパターンに進みます。
アスタリスクは、クラスの前に指定してください。例えば、次のオペランドは、浮
動位置決め指定子が標準クラスの前に指定されているので有効です。
* U
* ?
* ^

1 つのパターンに複数の浮動位置決め指定子を指定できます。例えば、次のオペラ
ンドは JOHN DOE 123 CHERRY HILL NORTH RD と一致します。
*^ | ? | *T
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オペランド [1] は 123 です。オペランド [2] は CHERRY HILL です。オペランド
[3] は RD です。NORTH は方角 (D) として分類されるため、不明ストリング (?)
には含まれません。.

逆浮動位置決め指定子の使用
逆浮動位置決め指定子は番号記号 (#) で示されます。これは、スキャンの進行方向
が左から右ではなく、右から左であることを除けば、浮動位置決め指定子 (*) と同
様です。
この指定子は、郵便番号、都道府県 (州)、および (アパートなど) 部屋の指定な
ど、フィールドの末尾に出現する項目を検索する場合に使用できます。
逆浮動位置決め指定子は、パターンの位置決めに使用されるため、パターンの第 1
オペランドのみに指定される必要があります。例えば、郵便番号を検索する必要が
あり、かつ、都道府県 (州) 名にクラス S が指定されていた場合、次のパターンは
都道府県 (州) 名に続く郵便番号を右から左にスキャンします。
#S | ^

CALIFORNIA 45 PRODUCTS, PHOENIX ARIZONA 12345 DEPT 45 という入力ス
トリングがあった場合、右から左にスキャンすると、このパターンは ARIZONA に
位置決めされます。さらに、後に続く番号によってこのパターンと一致します。
一致が見つからない場合は、都道府県 (州) とその後の番号が見つかるまで、スキャ
ンが左方向へ続行されます。左から右にスキャンされる標準の浮動位置決め指定子
(*S | ^) しか使用できないと、CALIFORNIA 45 が都道府県 (州) 名と郵便番号とし
て間違って解釈されます。

固定位置指定子の使用
固定位置指定子は、入力ストリング内の特定のオペランドに位置付けられます。
場合によっては、入力ストリング内の特定のオペランドにパターン・マッチングを
位置付けることが必要になります。このような場合は、%n 固定位置指定子で処理
します。固定位置指定子の例を次に示します。
%1

最初のトークンと一致

%2

2 番目のトークンと一致

%–1

最後のトークンと一致

%–2

最後から 2 番目のトークンと一致

これらの位置は、%n の後にトークン・タイプを指定することで限定できます。以
下に例を示します。
%2^

2 番目の数字トークンと一致

%-1^

最後の数字トークンと一致

%3T

3 番目の通りの種類トークンと一致

%2?

2 番目の不明な複数英字トークンのグループ
と一致
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固定位置指定子 (%) は、次の 2 つの方法に限り使用できます。
v パターンの第 1 オペランドとして
v パターンの第 1 および第 2 オペランドとして
次のパターンは可能で、オペランド [1] として 2 番目の数字トークンと一致し、ま
た、オペランド [2] としてその後の 3 番目の先行英字トークンと一致します。
%2^ | %3<

固定位置指定子は、各トークンをそれぞれのクラスに応じて処理します。次の例
は、入力フィールドで固定位置指定子を使用する方法を示したものです。
John Doe
123 Martin Luther St
Salt Lake
%1 1

最初のストリングの最初のワード JOHN と
一致

%1 2

最初のストリングの 2 番目のワード DOE
と一致

%2?

2 番目の不明な英字ワード・ストリング
MARTIN LUTHER と一致

%2 1

2 番目のストリングの最初のワード
MARTIN と一致

%-2 –1

最後のストリングの横にある最後のワード
LUTHER と一致

%3+

3 番目の単一英字ワード MARTIN と一致

%–1 ?

最後の不明な英字ワード・ストリング SALT
LAKE と一致

%–1+

最後の単一英字ワード LAKE と一致

位置指定子は、1 つのパターンでも一致しなかった場合はスキャンを続行しません
(* および # とは異なります)。
入力値 S は、方向を表す D として分類されているとすると、次のパターンは、ス
トリング 123 A 456 B 789 S 内の 789 S に一致します。
%3^ | D

同様のパターンは 123 A 456 B 789 C 124 S には一致しません。これは、3 番目
の数値 (789) の後に方角がないためです。

否定クラス修飾子
感嘆符 (!) は、NOT を示す場合に使用されます。
次のパターンの言語構文は、否定修飾子を使用してマッチングを指定する方法につ
いて示したものです。
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通りの種類を除くすべてのトークンと一致

!?

不明なトークンと一致
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次の例は、CIRCLE が通りの種類 (T) と分類されるため、SUITE 3, APT GROUND
と一致しますが、SUITE CIRCLE とは一致しません。
*U | !T

RT 123 という字句は、RT 123 MAPLE AVE などのように不明なワードが後に続
かない限り、通りの名前と見なすことができます。次のパターンを使用して、不明
なワードとの不一致を作成することができます。
*T | ^ | !?

このパターンは RT 123 と一致しますが、RT 123 MAPLE AVE の場合は、数値オ
ペランドの後ろに不明な英字があるため一致しません。
否定クラスは浮動クラス (*) と結合できます (浮動クラスがパターンの先頭にある
場合のみ)。例えば、通りの住所を処理する際、該当箇所で ST を SAINT に展開す
ることが必要な場合があります。
例えば、123 ST CHARLES ST を 123 SAINT CHARLES ST に変更しますが、123
MAIN ST REAR APT を 123 MAIN SAINT REAR APT に変換することはしませ
ん。この場合は、次のパターンとアクションの組み合わせを使用できます。
*!? | S | +
RETYPE [2] ? "SAINT"

上記の例では、値 ST のトークンに独自のクラス S が指定されているため、この値
の前に不明なクラスが存在しない必要があります。

条件付きパターン
住所を標準化する際、一部の住所で、条件をパターン・マッチングに付加すること
が必要なものがあります。パターンに条件値を指定することで、特定のケースを正
しく処理できます。

単純条件値
単純条件は、標準的なパターン・オペランドの後に、等号、値を続けて表します。
英字値は、二重引用符で囲む必要があります。通りの種類の前の値が MAPLE のト
ークンの有無を調べる条件は、次のとおりです。
*? = "MAPLE" | T

*? = "MAPLE" は、条件を伴うトークンで、オペランドでもあります。
SOUTH というワードが分類にある場合、D = "SOUTH" を使用して明示的に
SOUTH を調べるか、あるいは標準省略語 S をオペランドとして使用して、D =
"S" とすることで方向を調べることができます。
数値は、引用符を付けずに入力してください。次のパターン・アクション・セット
は、1000 MAIN と一致しますが、1001 MAIN とは一致しません。
* ^ = 1000 | ?

等価演算子 (=) は、オペランドと同等の標準化省略語 (このトークンが .cls ファイ
ルにあり、さらに省略語がある場合) とオリジナルのトークン値の両方を調べま
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す。その他の 2 つの演算子は、それぞれ、同等の省略語のみを調べる場合、および
同等のオリジナル・トークン値のみを調べる場合に使用できます。演算子は次のと
おりです。
=A=

.cls ファイルから省略語のみを調べます

=T=

オリジナル・トークン値のみを調べます

例えば、AVE MARIA LANE を適切に処理するには、以下のようにして、オリジナ
ル・トークン値の一致を調べます。
*T =T= "AVE" | + | T
RETYPE [1] ?

オペランドとして、*T =T= "AVE" により、AVE がコーディングされたもので、別
の値 (入力データ AVENUE MARIA が変化して同じ省略語にマップされたもの) で
ないことが確実になります。同様に、省略語のみを調べる場合は、=A= を使用しま
す。

条件式
条件式は、パターン・オペランドの直後に大括弧で囲んで指定します。
単純な値または値の表でパターン・マッチングを十分に限定できない場合は、条件
式を使用できます。これらの式のフォーマットは次のとおりです。
operand [conditional expression]

単純条件式は、オペランド、関係演算子、および第 2 オペランドで構成されます。
関係演算子には以下のものがあります。
<

オリジナル・トークンがより小

>

オリジナル・トークンがより大

=

省略語またはオリジナル・トークンが等しい

=A=

省略語が等しい

=T=

オリジナル・トークンが等しい

<=

オリジナル・トークンがより小か等しい

>=

オリジナル・トークンがより大か等しい

!=

省略語またはオリジナル・トークンが等しく
ない

!=A=

省略語が等しくない

!=T=

オリジナル・トークンが等しくない

左オペランドには、次のいずれかのエレメントを指定できます。
v 変数名
v 現行オペランドのフィールドの内容
v ディクショナリー・フィールドの内容
右オペランドには、次のいずれかのエレメントを指定できます。
v 変数名
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v リテラル
v 定数
条件式のフォーマットの詳細は次のようになります。
left-operand relational-operator right-operand

この式の説明については次の表のとおりです。
演算

有効な値

left-operand

{}
{} PICT
{} LEN
{field-name}
{field-name} PICT
{field-name} LEN
variable-name
variable-name PICT
variable-name LEN
<arithmetic-expression>

relational-operator

<
>
<=
>=
!=
=

right-operand

Literal
Constant
Variable name

現行オペランドの内容
現行オペランドの内容は、左と右の中括弧 ({ }) で囲みます。
カレンダー日付を使用する例は、この概念を最も明確に説明するものです。日付を
検証する場合、数値の長さを検査する必要があります。次に 1 つの例を示します。
^ [{}LEN=4] | - | ^ [{}LEN=2] | - | ^ [{}LEN=2]
; format for ccyy-mm-dd

このパターンは 2009-07-08 には一致しますが、07-08-09 とは一致しません。
前述の例のパターン・オペランドには、次の意味があります。
オペランド [1]

^

4 桁の数

オペランド [2]

-

ハイフン

オペランド [3]

^

2 桁の数

オペランド [4]

-

ハイフン

オペランド [5]

^

2 桁の数

文字リテラルが等価検査に含まれる場合に、標準省略語が使用可能であれば、これ
がテストされます。標準省略語が一致しなかった場合は、オリジナルの入力データ
が調べられます。次の例は、分類に ROAD RD T がある場合のパターン・オペラ
ンドを示したものです。

IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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T [ {} = "RD" ]

現行オペランドの省略語 (RD) をリテラル
RD と比較します。

T [ {} = "ROAD" ]

入力オペランド全体をリテラルと比較します
(省略語の比較に失敗したため)。

T [ {} =A= "RD"]

現行オペランドの省略語のみを RD と比較し
ます。

T [ {} =T= "ROAD"]

オリジナルのトークン値を ROAD と比較し
ます。省略語は比較しません。

T [ {} <= "RD" ]

比較 (等価演算子以外) を指定すると、省略
語ではなくオリジナルの入力データが使用さ
れます。
これは、リテラル値との比較では常に当ては
まります。オリジナルの値が RD の場合、結
果は真ですが、オリジナルの値が ROAD の
場合は、結果は偽になります。

ディクショナリー・フィールドの内容
ディクショナリー・フィールドは、ディクショナリー定義ファイル (.DCT) の表の
1 番目の列にリストされたフィールド名によって識別されます。
場合によっては、前に実行された初期のプロセスまたはパターン・アクション・セ
ットによってディクショナリー・フィールドに入れられた値をテストすることが必
要になります。この場合は、中括弧で囲まれたフィールド名を指定することで実行
できます。
例えば、EAST WEST HIGHWAY という 2 つの通りの名前があるとします。郵便
番号 20100 から 20300 では、通りの名前は EAST WEST となっており、郵便番号
80000 から 90000 では、WEST は通りの名前で EAST は方角になっています。郵
便番号フィールドが初期のプロセスで入力され、名前が {ZipCode} と指定されてい
る場合、次のパターン・アクション・セットを使用できます。
^ | D = "E" | D = "W" | T = "HWY" | [ {ZipCode} >= 20100 & {ZipCode} <= 20300 ]
COPY [1] {HouseNumber}
; move house number to {HouseNumber} field
COPY [2] temp
; concat EAST WEST and move
CONCAT [3] temp
; to street name field
COPY temp {StreetName}
COPY_A [4] {StreetSuffixType}
; move HWY to street type field
^ | D = "E" | D = "W" | T = "HWY" | [ {ZipCode} >= 80000 & {ZipCode} <= 90000 ]
COPY [1] {HouseNumber}
; move house number to {HouseNumber} field
COPY_A [2] {StreetPrefixDirectional}
; move EAST to direction
COPY [3] {StreetName}
; move WEST to street name
COPY_A [4] {StreetSuffixType}
; move HWY to street type field

このパターンでは、オペランド [{ZipCode} >= 20100 & {ZipCode} <= 20300] は以
下を示します。
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{ZipCode}

郵便番号フィールドの値

>=

以上

20100

番号 20100

&

また、
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{ZipCode}

郵便番号フィールドの値

<=

以下

20300

番号 20300

論理演算子 & は、2 つの条件式を結合する場合に使用されます。条件は、別のオペ
ランドに置かれます。さらに、この条件は、HWY のオペランドに置くこともできま
す。次に例を示します。
^ | D = "E" | D = "W" | T = "HWY"

[ {ZipCode} >= 80000 & {ZipCode} <= 90000 ]

これらの 2 つの形式は機能的には同一です。ただし、最初の形式は、条件が別のパ
ターン・オペランドに置かれているため、分かりやすいといえます。
条件が、上記の例の {ZipCode} のようにディクショナリー・フィールドの内容のみ
を参照する (どのパターン・オペランドも参照しない) 場合は、この条件をすべての
パターン・オペランドの後に示す必要があります。次の例は、第 2 オペランドが入
力フィールドを参照せず、第 3 オペランド (T) が条件の後に指定されているため、
無効になります。
^ | [{ZipCode} = 80000] | T

正しい形式は、次のとおりです。
^ | T | [{ZipCode} = 80000]

ある条件で、ディクショナリー定義ファイルに定義されていないディクショナリ
ー・フィールド名を使用すると、この値のテストについては常に FALSE が戻され
ます。NULL の内容をテストすると、このテストでは TRUE が戻されます。次に例
を示します。
{ZZ} = ""

この機能により、特定のフィールドを必要としない複数のプロジェクトで、一般的
な同じパターン・アクション・ファイルを使用することが可能になります (無効フ
ィールド・エラーでプログラムが終了することはありません)。

リテラル: 文字定数とユーザー変数
リテラルは文字定数です。これらは、ストリングを引用符で囲んで表します。
数値定数は、数値のコーディングして参照します。負の数値と小数点を数値定数に
指定することはできません。次のパターン・オペランドは、10000 と等しい数値と
一致します。
^ [{} = 10000]

次の例は、テキスト MAIN と一致することを示します。
? [ {} = "MAIN" ]

不明オペランド (?) を指定すると、複数ワードが単一ワードとして連結されます。
CHERRY HILL と一致するには、次のパターンを使用します。
? [ {} = "CHERRYHILL" ]

NULL または空値は、連続する 2 つの引用符で示されます。
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[ user_variable = ""]

文字ストリングには、どの関係演算子でも使用できます。次の例は、先頭に MA 以
降の文字を含むすべてのストリングに一致することを示します。この場合、
MA、MAIN、NAN、PAT は該当しますが、ADAMS、M、LZ は該当しません。
? [ {} > "MA" ]

等価 (=) のテストは、まず最初にオペランドの省略語 (存在する場合) で行われ、
次にフル・オペランドで行われます。その他の関係演算子のテストは、フル・オペ
ランドで行われ、省略語では行われません。
いくつかのアクションを使用して、特定の値を割り当てる変数を定義できます。変
数をテストして、条件に含まれる特定値があるかどうかを確認できます。次の規則
に従って、変数の名前を指定してください。
v 先頭の文字は英字でなければなりません。
v 名前は、32 文字を超えてはなりません。
先頭の英字の後は、英数字かアンダーライン (_) を任意に組み合わせて使用できま
す。
例えば、変数 postcode を郵便番号に設定する場合、次のようにして郵便番号が
12345 かどうかをテストして確認できます。
[postcode = 12345]

このような条件には、独立したパターン・オペランド、または標準クラスを組み合
わせたパターン・オペランドを指定できます。例えば、次の 2 つのパターンで同一
の結果が得られます。
^ | [postcode = 12345]
^ [postcode = 12345]

ユーザー変数が数値に設定されている場合、結果のタイプは数値となります。ユー
ザー変数がリテラル値に設定されている場合、タイプは文字となります。
ある条件が変数またはディクショナリー・フィールドのみを参照していて、現行入
力オペランドを参照していない場合は、その条件をすべてのオペランドの後に指定
する必要があります。次の例は、第 2 オペランドが入力フィールドを参照せず、第
3 オペランドがその後に指定されているため、無効になります。
^ | [postcode = 12345] | T

この場合は、次のように置き換えてください。
^ | T | [postcode = 12345]

オペランドの長さ (LEN) の参照
オペランドの長さは、LEN で表します。
特殊な LEN 関数が使用可能です。次の 3 つの内いずれかの方法で式を使用できま
す。
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{} LEN

現行オペランドの長さ

variable LEN

変数の内容の長さ
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ディクショナリー・フィールドの内容の長さ

{field-name} LEN

9 桁の郵便番号 12345-6789 を検索する場合は、5 桁の番号とそれに続くハイフ
ン、および 4 桁の番号を検査します。次に例を示します。
^ [ {} LEN = 5] | - | ^ [{} LEN = 4]

数値が長さと一致しない場合、このパターンは一致しません。
変数の長さをテストする場合も同様に、次のパターンは変数が 5 文字の場合に一致
します。
? [ temp LEN = 5]

最後に、ディクショナリー・フィールドの長さをテストする場合は、フィールド名
を中括弧で囲んで使用します。
[ {StreetName} LEN = 20 ]

長さが計算される際、末尾ブランクは無視されます。先行ブランクはカウントされ
ます。例えば、ユーザー変数またはディクショナリー・フィールドが " XY" (2 つ
の先行スペース) に設定されている場合、どちらの場合も長さは 4 になります。

オペランドのフォーマットの参照 (PICT)
ピクチャーは、数字および英字のフォーマットを定義します。
場合によっては、特殊な形式をテストする必要があります。 PICT (picture) 関数を
使用できます。例えば、カナダの郵便番号の形式は、character-number-character (ス
ペース) number-character-number です (例えば、K1A 3H4)。PICT 関数を使用して、
これらのシーケンスを表すことができます。
@ [{} PICT = "cnc"] | @ [{} PICT = "ncn"]

@ (アットマーク) は、コンプレックス・タイプ (数字と英字の混合) と一致しま
す。
cnc

character-number-character の場合

ncn

number-character-number の場合

英国の郵便番号は、character-character-number (スペース) number-character-character
の形式を使用します (例えば、AB3 5NW)。
< [{} PICT = "ccn"] | > [{} PICT = "ncc"]

ディクショナリー・フィールド値に対する PICT 節は、以下のようになります。
[ {ZipCode} PICT = "ccn" ]

ユーザー変数に対する PICT オペランドは、以下のようになります。
[ temp PICT = "ncncn" ]

等価演算子 (=) と比較演算子 (!=) は、PICT の比較で使用できます。
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オペランドのサブストリングの参照
パターンには、オペランドの部分をテストする特殊な形式があります。
これらの部分はサブストリングと呼ばれます。次の形式が有効です。
{} (beg:end)

現行オペランドを示すサブストリング

variable (beg:end)

ユーザー変数の内容を示すサブストリング

field-name (beg:end)

ディクショナリー・フィールドの内容を示す
サブストリング

(beg:end) には、抽出する先頭および末尾の文字を指定します。ストリングの先頭文
字は 1、末尾文字は –1、などとなります。
例えば、ドイツ式の住所の場合、通りの種類が通りの名前の最後に追加されていま
す。したがって、HESSESTRASSE は HESSE STREET を意味します。これらの接
尾部をテストする場合にサブストリング形式が使用できます。入力アドレス
HESSESTRASSE 15 を例にあげて説明します。次のパターンは、数値の前の末尾ワ
ードが STRASSE であるすべてのワードと一致します。
+ [{} (-7:-1) = "STRASSE"]

| ^

同様に、次のように変数とフィールドをテストできます。
[temp(2:4) = "BCD"]
[{StreetName}(1:4) = "FORT"]

複数トークン値 (?) でサブストリング・テストを行う場合は、区切りスペースを除
外することを忘れないでください。MARTIN LUTHER KING をテストする場合、
次のようにパターンを指定します。
? [{} (1:12) = "MARTINLUTHERKING"]

一連の条件値
複数の条件値を続けて指定するには、各エントリーをスペースまたはコンマで区切
ります。
次の例は同一の内容を示しています。これらの例は、通りの種類の値または標準化
省略語が RD、AV、PL のいずれかであることを示します。
T = "RD", "AV", "PL"
T = "RD" "AV" "PL"

一連の数値は、引用符を付けないことを除いて、同様に表すことができます。ま
た、必要に応じて、次のように省略語の等価演算子 =A=、あるいはオリジナル値の
演算子 =T= を使用することもできます。
T =A= "RD", "AV", "PL"
T =T= "RD", "AV", "PL"

ディクショナリー・フィールドに対して一連の値を調べる場合も、同様に行うこと
ができます。例えば、次のようになります。
^ | T | [ {StreetName} = "MAIN", "ELM", "COLLEGE" ]
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次のパターンは、国別コード (CC と指定された) をテストして、使用される処理を
決定します。
; Armenia, Azerbaijan, China, Georgia, Russia, Tajikstan
;
[ {CC}="ARM" ,"AZE" ,"CHN" ,"GEO" ,"RUS" ,"TJK" ]
CALL Area_Format_B

通常のパターン・オペランドではなくディクショナリー・フィールド値を調べる場
合、そのテストは、フィールドの末尾を含むすべてのパターン・オペランドの後に
指定する必要があります。
^ | ? | T | $ | [ {StreetName} = "MAIN", "ELM", "COLLEGE" ]

フィールドの末尾指定子 ($) も含めたすべてのパターン・オペランドのあとに、テ
スト [ {StreetName} = "MAIN", "ELM", "COLLEGE" ] が続きます。

条件値の表
多くの条件値を指定できるようにするためには、条件値を 1 つの表にしたファイル
を作成します。
条件ステートメントに入れることが難しい値が多数ある場合や、パターン・アクシ
ョン・ファイルを変更するよりも表内の値を更新した方がよい場合に、値の表のフ
ァイルを使用できます。
表は、次のように指定できます。
@TABLE_FILE_NAME.TBL

例えば、ある数値が一連の郵便番号の 1 つかどうかを調べるとします。最初に、郵
便番号をリストしたファイルを参照するように、パターン・アクション・ファイル
を編集します。InfoSphere DataStage® and QualityStage デザイナーの中に、ファイル
のプレースホルダーが作成されます。次に、郵便番号をリストしたファイルを編集
します。郵便番号ごとに 1 行を使用することを確認してください。例として、この
ファイルは POSTCODE.TBL という名前が付けられ、次の内容になります。
90016
90034
90072
90043
...

パターン・マッチングの市区町村、都道府県 (州)、および郵便番号は次のようにな
ります。
? | S | ^ = @POSTCODE.TBL

このパターンは、市、都道府県 (州)、および郵便番号の入ったケースのマッチング
を目的としています。数値オペランドがリストにある場合にこのパターンは一致し
ますが、そうでない場合は一致しません。 LOS ANGELES CA 90016 は一致しま
すが、CHICAGO IL 12345 については、この郵便番号が表にないため、一致しませ
ん。
この表ファイル名には、絶対パスまたは相対パスの情報 (環境変数も含む) を含める
ことができます。あるルール・セットにコマンド・ラインで指定されたパスがある
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場合、そのパスは、パターン・アクション・ファイル内でルール・セットに使用さ
れる値ファイル用と想定されてしまうため、このパスを二度目に指定できなくなり
ます。
また、以下のように、値の表でディクショナリー・フィールドの内容をテストする
こともできます。
^ | T | {StreetName} = @STRTNAME.TBL

ディクショナリー・フィールドの内容がパターン・オペランドでない場合、値の表
でのテストは、フィールドの末尾オペランドを含むすべてのパターン・オペランド
の後に指定する必要があります。次の例は、パターン・オペランドが表のテストの
後に指定されているため、無効になります。
^ | {StreetName} = @STRTNAME.TBL | T

算術式の使用
算術式は、条件式の左オペランドとして含めることができます。
標準化の間、ルール・セットは、算術式の出力のテストのみを行います。ルール・
セットは、算術式の回答を生成して出力を設定することはしません。
使用可能な算術演算子は次のとおりです。
+

加算

–

減算

*

乗算

/

除算

%

モジュラス

算術計算は、1 つの式につき 1 つの演算に制限されています。括弧は許可されませ
ん。モジュラス演算では、整数を除算した余りを示します。例えば、数値が 2 で割
り切れる場合、x % 2 はゼロになります。数値が奇数の場合は、1 になります。
算術式のフォーマットは次のようになります。
left-arithmetic-operand arithmetic-operator right-arithmetic-operand
演算

有効な値

left-arithmetic-operand

変数名
{フィールド名 }
{}

arithmetic-operator

right-arithmetic-operand

+
–
*
/
%
変数名
定数
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算術式の例を次に示します。
temp –2

temp –2 の値

{} % 2

モジュロ 2 の現行オペランド値

次の条件式は、偶数番号の番地のマッチングに使用できます。
^ [{} % 2 = 0]

偶数は 2 で割り切れるため、番地のモジュロ 2 はゼロとなります。算術式は、関
係演算子 (等号) の左側に示されます。
次の構文は、現行オペランドを 3 で割ったものが変数 temp の内容より大きいかど
うかを調べる条件式です。
^ [{} / 3 > temp]

この場合も、フィールド参照と算術式が関係演算子の左にあるという点に注意して
ください。その他の例を次に示します。
[ temp * temp2 > temp3 ]
[ {ZipCode} + 4 > 12345]

条件式の結合
条件式は、論理演算子を使用して結合できます。
&

AND

|

OR

注: OR 演算子は包括的であり、ステートメント部分が TRUE の場合、結果は
TRUE になります。
1000 より大の偶数番号の番地を調べるには、次のようにします。
^ [{} % 2 = 0 & {} > 1000]

1000 から 10000 までの範囲にある番地を調べるには、次のようにします。
^ [{} >= 1000 & {} <= 10000]

100 未満か 1000 を超える番地を調べるには、次のようにします。
^[{} < 100 | {} > 1000]

偶数番号の番地で、temp の値の 1/2 が 50 を超えており、郵便番号が 12345 より
大きいものを調べるには、次のようにします。
^ [{} % 2 = 0 & temp / 2 > 50 & {ZipCode} > 12345]

括弧は許可されません。すべての演算は、左から右の順に実行されます。大括弧で
区切られた単一条件の中で AND 演算子と OR 演算子を混在させることはできませ
ん。このような場合があれば、エラー・メッセージが印刷されます。演算子優先順
位は、可能であれば別個のパターン・オペランドを使用して指定できます。算術式
((a | b) & (c | d)) は、次のように表すことができます。
[a | b] | [c | d]

IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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大括弧の内側にある縦線 (|) は OR 論理演算子で、外側にある縦線はオペランド区
切り文字です。前の例では、a、b、c、および d は条件式を表します。

アクション・ステートメント
アクション・ステートメントでは、パターン・アクション・ファイル内のトークン
のパターンに関連付けられたアクションである標準化ルールを実行します。
ディクショナリー定義ファイルに定義されていないフィールドを参照するアクショ
ンは、すべて無視され、警告メッセージが IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage ディレクターのログに追加されます。

情報のコピー
COPY アクションは、ソースからターゲットに情報をコピーするものです。
フォーマットは次のとおりです。
COPY source target

source には、次のいずれかを指定できます。
タイプ

説明

オペランド

パターン・オペランド ([1]、[2]、...)

サブストリング・オペランド

パターン・オペランドのサブストリング

混合オペランド

数字先行または文字先行のサブセット

ユーザー変数

ユーザー定義変数

フィールド名

キー参照 ({StreetName}、...)

リテラル

引用符で囲まれたストリング・リテラル
("SAINT")

定数

数字

target には、次を指定できます。
タイプ

説明

フィールド名

ディクショナリー・フィールド
({StreetName}、...)

ユーザー変数

ユーザー定義変数

例えば、123 N MAPLE AVE と一致する米国の住所パターンは、次のようになりま
す。
^ | D | + | T

これは、次のパターン・アクション・セットで実行されます。
^ | D | + | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY [2] {StreetPrefixDirectional}
COPY [3] {StreetName}
COPY [4] {StreetSuffixType}
EXIT

26

パターン・アクション・リファレンス

さらに、次の処理が行われます。
v 数値オペランド [1] を「番地」フィールド {HouseNumber} に移動します
v クラス D オペランド (方角) を「方角の接頭部」フィールド
{StreetPrefixDirectional} に移動します
v 不明な英字オペランドを「通りの名前」フィールド {StreetName} に移動します
v

通りの種類 (クラス T) を {StreetSuffixType} フィールドに移動します

サブストリングのコピー
オペランドのサブストリングは、サブストリング・オペランド形式を使用してコピ
ーされます。
COPY アクションで最も単純な形式は、オペランドをディクショナリー・フィール
ド値にコピーするときのものです。例えば、次のとおりです。
COPY [2] {StreetName}

このサブストリング・オペランドは、標準オペランドかあるいはユーザー変数のみ
で機能します。形式は次のとおりです。
COPY source(b:e) target

b はストリングの先頭列、e は終了列を示します。次の例は、オペランド 2 の最初
の文字 (1:1) を「通りの名前」フィールドにコピーするものです。
COPY [2](1:1) {StreetName}

次の例では、変数 temp の内容の 2 番目から 4 番目の文字を {StreetName} フィー
ルドにコピーします。
COPY temp(2:4) {StreetName}

マイナス 1 (–1) は、最後の文字を示す場合に使用します。マイナス 2 (–2) は、最
後から 2 番目の文字、というように以降も同様の考え方になります。次の例では、
オペランド 2 の最後の 3 文字を「通りの名前」フィールドにコピーします。
COPY [2](-3:-1) {StreetName}

先頭文字と末尾文字のコピー
英字先行、数字先行、または混合クラスのトークンを処理する場合、文字タイプに
基づいてサブストリングを分離できます。
次の 4 つのオペランド指定子は、組み合わせて使用できます。
(n)

先頭にあるすべての数字

(–n)

末尾にあるすべての数字

(c)

先頭にあるすべての英字

(–c)

末尾にあるすべての英字

これらの指定子は、標準オペランドまたはユーザー変数に使用できます。
例えば、住所が 123A MAPLE AVE の場合、数字 123 は番地、文字 A は番地の
接尾部として認識されることが必要になります。これは、次のパターンを使用して
実行できます。
IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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> | ? | T
COPY [1](n) {HouseNumber}
COPY [1](-c) {HouseNumberSuffix}
COPY [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}
EXIT

第 1 オペランド > には、該当するクラス (数字先行) が入ります。これらの先行お
よび末尾指定子は、ほとんどの場合 > OR < オペランドで使用されます。しかし、
末尾指定子と先行指定子は、ユーザー変数の分離にも使用できます。次の例では、
XYZ は StreetName にコピーされます。
COPY "456XYZ" tmp2
COPY tmp2(-c) {StreetName}

ユーザー変数のコピー
ターゲットとなるユーザー変数のタイプは、ソースのタイプによって決まります。
ユーザー変数は、COPY のターゲットおよびソースとして指定できます。次にいくつ
か例を示します。
コピーのサンプル

説明

COPY [1] temp

オペランド 1 を temp という名前の変数に
コピーします。

COPY "SAINT" temp

リテラル "SAINT" を temp 変数にコピーし
ます。

COPY temp1 temp2

temp1 変数の内容を temp2 にコピーします。

COPY temp1(1:3) temp2

temp1 の最初の 3 文字を temp2 にコピーし
ます。

ユーザー変数は、1 から 32 文字で構成することできます。その場合、先頭の文字
は英字で、それ以外の文字には英字、数字、またはアンダースコアー (_) 文字を指
定できます。

ディクショナリー列のコピー
ディクショナリー列は、他のディクショナリー列またはユーザー変数にコピーでき
ます。
次の例は、ディクショナリー列が他のディクショナリー列またはユーザー変数にコ
ピーされることを示したものです。
COPY {HouseNumber} {HC}
COPY {HouseNumber} temp

標準化省略語のコピー
COPY_A アクションは、あるオペランドの標準化省略語をターゲットにコピーしま
す。一方、COPY アクションは、入力をターゲットにコピーします。
標準化省略語は、ルール・セットの分類でそれぞれのエントリーについてコーディ
ングされたものです。これらの省略語は、数字、不明な英字などのデフォルト・ク
ラスには使用できません。
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COPY_A アクションは、オペランドの省略語をディクショナリー列またはユーザー変
数にコピーする場合に使用できます。次に例を示します。
^ | ? | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}

3 番目の行は、オペランド 3 の省略語を通りの種類列にコピーすることを示しま
す。同様に、次の例は、オペランド 3 の標準省略語を temp という変数にコピーす
るものです。
COPY_A [3] temp

省略語は、最大 25 文字までに制限されます。
COPY_A アクションは、オリジナル・トークンではなく標準化省略語をディクショナ
リー・フィールドにコピーします。COPY_A では、サブストリング範囲を含めること
ができますが、その場合、サブストリングは、オリジナル・トークンではなく標準
省略語を参照します (COPY の場合、オリジナル・トークンを参照します)。

スペースを含めたコピー
COPY_S アクションを使用すると、ワード間のスペースを保持できます。
COPY を使用して英字オペランド (?) またはある範囲のトークン (**) をディクシ
ョナリー列またはユーザー変数にコピーすると、個々のワードが連結されます。
COPY_S の場合、ソースにはオペランド、ターゲットにはディクショナリー列または
ユーザー変数が必要です。例えば、次の入力ストリングについて説明します。
123 OLD CHERRY HILL RD

標準の COPY を使用すると、OLDCHERRYHILL になりますが、以下のパターンで
は、COPY_S は次のように使用できます。
^ | ? | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY_S [2] {StreetName}
COPY_A [3] {StreetSuffixType}

{StreetName} 列には OLD CHERRY HILL が含まれます。
汎用マッチング・オペランドを使用すると、指定した範囲のすべてのトークンがコ
ピーされます。例えば、括弧付きのコメントを {AdditionalInformation} という列に
移動する場合について説明します。次の入力住所があるとします。
123 MAIN ST (CORNER OF 5TH ST) APARTMENT 6

この場合、次のパターンを使用して、CORNER OF 5TH ST を列
{AdditionalInformation} に移動できます。2 番目のアクションは、これと同じ情報を
ユーザー変数 temp に移動します。
\( | ** | \)
COPY_S [2] {AdditionalInformation}
COPY_S [2] temp

オペランドの内容をコピーする場合のみ、COPY はスペースを除去します。したがっ
て、COPY_S アクションのソースに指定できるのはオペランドのみに制限されます。
IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス
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それ以外のすべてのソース (リテラル、フォーマットされた列、およびユーザー変
数) の場合は、COPY はスペースを保持します。

最近似トークンのコピー
COPY_C アクションは、分類 (.CLS) の中のエントリーと一致するように修正された
入力値をコピーします。確定的なしきい値を持たないトークンが分類に入っている
場合、省略値ではなく、入力の正しい値をコピーします。
不確定な状況で分類内のエントリーとのマッチングを行う場合は、省略語をコピー
するのではなく、COPY_C アクションを使用して正式表記のトークンのスペルが正し
く示されるようにすることが必要になります。
例えば、次のようなエントリーの都道府県 (州) 名表があるとします。
MASSACHUSETTS

MA

S

800.0

入力レコードの Massachusetts のスペルに誤りがある場合 (例えば Masssachusettts
など)、正しいスペルをディクショナリー列にコピーすることが必要になります。次
のアクションを使用すると、正しいスペルのトークン MASSACHUSETTS が適切な列に
配置されます。
COPY_C [operand-number] {column name}

COPY_C の場合、ソースとして指定できるものはオペランドのみです。これは、
COPY_C が分類から最近似トークンを使用するためです。

イニシャルのコピー
COPY_I アクションは、値全体ではなく、イニシャル文字 (該当するトークンの先頭
文字) をソースからディクショナリー列にコピーします。
ディクショナリー列は、ディクショナリー・フィールドまたはユーザー変数である
ことができます。COPY_I は、パターン・アクション・セットの内部で使用する
か、POST アクションとして使用できます。
COPY_I を次のように使用すると、値が MAPLE であれば、{NameAcronym} に M
が入ります。
?
COPY_I [1] {NameAcronym}

複数トークンの英字ストリング (John Henry Smith など) の場合、出力値はターゲ
ットに応じて異なります。ターゲットがユーザー変数の場合、COPY_I アクションの
出力値は JHS となります。
COPY_I を POST アクションとして使用する場合は、ソースがディクショナリー列
で、ターゲットもディクショナリー列でなければなりません。通常、COPY_I は、配
列マッチングを容易にする場合に使用します。
例えば、会社名 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES は、ディクショナリー
列の C1 から C5 に区分されます (C1 には INTERNATIONAL、C2 には
BUSINESS、C3 には MACHINES が入り、C4 と C5 はブランクというように)。次
の POST アクションのセットでは、値 IBM が会社のイニシャル・ディクショナリ
ー列 CI に入ります。
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¥POST_START
COPY_I {C1} {CI}
CONCAT_I {C2} {CI}
CONCAT_I {C3} {CI}
CONCAT_I {C4} {CI}
CONCAT_I {C5} {CI}
¥POST_END

COPY_I を POST アクションとして使用すると、ソース列の最初の文字のみが取得
されます。例えば、上記のサンプルの C1 INTERNATIONAL DIVISION でも、結果
は IBM となります。

別のルール・セットからのディクショナリー・フィールドの参照
あるルール・セットの中のディクショナリー・フィールドを、別のルール・セット
の中で使用できます。別のルール・セットを参照してテスト・ケースを作成し、使
用するパターンを決める場合の参考にすることができます。
参照構文は次のとおりです。{<DictionaryFieldName> OF <RuleSetName>}
Standardize ステージ内部で、以前に処理されたルール・セットのディクショナリ
ー・フィールドからの条件とアクションを検査し、現行ルール・セット内で同じパ
ターンに対して、アクションの別のセットが必要かどうか判断します。参照される
ルール・セットと、元のルール・セットの両方が、同じ Standardize ステージ内に指
定されていることを確認する必要があります。ルール・セットのステージ・プロパ
ティーのリストの中で、参照されるルール・セットが元のルール・セットよりも先
にリストされていることを確認してください。例えば、USADDR が USAREA を参
照する場合、Standardize ステージの「プロパティー」ウィンドウの中のルール・セ
ットのリストで、USAREA ルール・セットは USADDR よりも先になければなりま
せん。
さらに、2 つのルール・セットのドメイン (区域と住所) の例を示します。住所は、
区域とは無関係に処理されます。この例では、CAAREA ルール・セットが Quebec
を関連付けられた州として生成するかどうかを確認します。Quebec がカナダの州で
あれば、カナダの他の州とは異なる方法で、CAADDR が住所パターンを処理するよ
うにします。
CAADDR ルール・セットの中の CAAREA ディクショナリー・フィールドを参照
します。Standardize ステージの中で、CAAREA が定義されており、CAADDR より
も前にリストされていることを確認してください。
CAADDR.PAT ファイルの中で、パターンは、ディクショナリー・フィールドの内
容の ProvinceAbbreviation of CAAREA が QC であるかどうか検査します。次のパ
ターンは、CAADDR の中の参照の作成方法を示しています。
^ | T | ? | $ [ {ProvinceAbbreviation OF CAAREA} ="QC" ]
COPY [1] {CivicNumber}
COPY_A [2] {StreetSuffixType}
COPY_S [3] {StreetName}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
RETURN
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上記のパターンは、マッチングを容易にするために、Quebec 州の中で、通りの種類
(CAADDR.CLS の中で定義され、T で表される) を StreetSuffixType に移動するこ
とを指定します。
その後、すべてのカナダの州について、通りの種類を StreetPrefixType に移動しま
す。
^ | T | ? | $
COPY [1] {CivicNumber}
COPY_A [2] {StreetPrefixType}
COPY_S [3] {StreetName}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0
RETYPE [3] 0
RETURN

カナダの番地は「498 Rue Bordeaux」のようになっています。ルール・セットから
の出力は、次のようになります。
CAAREA

CivicNumber

Quebec

498

その他のカナダ
の州

498

StreetPrefixType

Rue

StreetName

StreetSuffixType

Bordeaux

Rue

Bordeaux

情報の移動
MOVE を使用すると、ユーザー変数またはディクショナリー列を別のディクショナリ
ー列に移動できます。
MOVE アクションは、情報をソースからターゲットにコピーし、次に、ソースの値を
削除します。MOVE アクションのソースとして有効なのは、ユーザー変数またはディ
クショナリー列のみです。MOVE アクションでオペランドは使用できません。次に
MOVE アクションの例を示します。
MOVE Country_Code {ISOCountryCode}

また、
MOVE {HouseNumber} {HouseNumberSuffix}

情報の連結
CONCAT アクションと PREFIX アクションは、ルール・セットの中で情報を連結する
ための 2 つのアクションを提供します。

CONCAT アクション
CONCAT は、情報をユーザー変数またはディクショナリー列に連結します。ソースに
は、オペランド、リテラル、またはユーザー変数を指定できます。例えば、½ およ
び ¼ などの分数は、次のパターン・アクション・セットを使用してディクショナリ
ー内の単一列にコピーできます。
^ | / | ^
COPY [1] temp
CONCAT [2] temp
CONCAT [3] temp
COPY temp {Fractions}
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{Fractions} 列には、分数全体 (½) が含まれます。
ユーザー変数は、ほとんどの場合、1 つのフィールドを形成する CONCAT アクショ
ンで使用されます。2 つの方角にスペースを付けて (例: EAST WEST) 単一のディ
クショナリー列にコピーする場合は、次のアクションを作成します。
D =T= "EAST"| D =T= "WEST" | T
COPY [1] temp
CONCAT " " temp
CONCAT [2] temp
COPY temp {StreetName}

このパターンは、特定の方角である EAST および WEST の有無を調べます。第 1
オペランドがユーザー変数 temp にコピーされます。この時点で temp の内容は、
EAST になっています。次の行は、スペースを変数 temp に連結します。 2 番目の
CONCAT は、WEST を変数 temp に追加します。これで、変数は EAST WEST にな
ります。そのあと、temp の内容が「通りの名前」フィールドにコピーされます。
注: シングル・スペースの入ったリテラルは、変数に連結されます。ディクショナ
リー列に直接連結すると、同じ結果は得られません。初期化の時点で、ディクショ
ナリー列は NULL です。スペースを追加しても列の内容は変わらず、以降のアクシ
ョンも変わりません。
CONCAT ではサブストリング範囲の指定が許可されます。例えば、次のとおりです。
CONCAT [1](3:-2) {StreetName}

第 1 オペランドの位置 3 から、最後から 2 番目の位置までが、ディクショナリー
列の通りの名前列に連結されます。
CONCAT_A は、オリジナルのトークン・データではなく標準省略語を連結します。ソ
ースとして指定できるのは、オペランドのみです。CONCAT_A では、サブストリング
範囲の指定が許可されます。ただし、サブストリングが参照するのは、オリジナ
ル・トークンではなく標準省略語になります。
CONCAT_I は、オリジナルのトークン・データではなくイニシャルを連結します。
CONCAT_I は、POST アクションとして使用できます。この場合は、ソースがディク
ショナリー列で、ターゲットもディクショナリー列でなければなりません。
CONCAT_I が POST アクションとして使用されない場合は、オリジナル・トークンで
はなくイニシャルを参照するサブストリングの範囲を指定できます。ほとんどの場
合、存在するのは単一イニシャルですが、John Henry Smith などの複数トークン・
ストリングの場合はイニシャルが JHS となるため、(1:1) 以外のサブストリング範
囲の指定が意味をなします。

CONCAT アクションとスペースの詳細情報: ソースがユーザー変数の場合、CONCAT アクション
はトークン内部のスペースを保持します。ソースがオペランドの場合、CONCAT アクションはトー
クン内部のスペースを保持しません。

CONCAT では、パターン・ステートメント (COPY_S アクションなど) の ? または **
に一致するトークン間でのスペースを保持することはできません。トークン間のス
ペースを保持するには、COPY_S アクションを使用してこれらのトークンを 1 つの
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ユーザー変数にコピーしてから、そのユーザー変数をプレフィックス変換するか、
連結する必要があります。入力行の重要テキストを取り出すには、次の例を参照し
てください。
表 2. トークンをユーザー変数にコピーする方法の例
1 つのパターン・アクション・セット内の行

説明

+="SEE" | **

; "SEE JOHN DOE" を読み取る

COPY [1] temp

; "SEE" をユーザー変数 temp に置く

CONCAT " " temp

; ユーザー変数 temp の終わりに、スペース
を追加する

COPY_S [2] temp2

; "JOHN DOE" (スペースを含む) を temp2
に置く

CONCAT temp2 temp

; temp2 を temp に連結する

COPY temp {AdditionalNameInformation}

; "SEE JOHN DOE" を列
AdditionalNameInformation に置く

PREFIX アクション
PREFIX アクションは、データをストリングの先頭に追加するものです。 PREFIX の
ソースには、オペランド、リテラル、またはユーザー変数を指定できます。ターゲ
ットには、ユーザー変数またはディクショナリー列を指定できます。
COPY "CHARLES" temp
PREFIX "SAINT" temp

上記の例では、変数 temp には SAINTCHARLES が入ります。
PREFIX では、サブストリング範囲の指定が許可されます。次のサンプルを例に示し
ます。
PREFIX [1](3:-2) {StreetName}

第 1 オペランドの位置 3 から、最後から 2 番目の位置までが、通りの名前列に接
頭部として付加されます。
PREFIX_A は、オリジナルのトークン・データではなく標準省略語を接頭部として付
加します。ソースにはオペランドを指定する必要があります。PREFIX_A ではサブス
トリング範囲の指定が可能ですが、サブストリングは、オリジナル・トークンでは
なく標準省略語を参照します。
PREFIX_I は、オリジナルのトークン・データではなくイニシャルを接頭部として付
加します。 PREFIX_I は、POST アクションとして使用できます。この場合は、ソー
スがディクショナリー列で、ターゲットもディクショナリー列でなければなりませ
ん。
PREFIX_I が POST アクションとして使用されない場合は、オリジナル・トークンで
はなくイニシャルを参照するサブストリングの範囲を指定できます。ほとんどの場
合、存在するのは単一イニシャルですが、John Henry Smith などの複数トークン・
ストリングの場合はイニシャルが JHS となるため、(1:1) 以外のサブストリング範
囲の指定が意味をなします。
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PREFIX アクションとスペースの詳細情報: ソースがユーザー変数の場合、PREFIX アクションはト
ークン内部のスペースを保持します。ソースがオペランドの場合、PREFIX アクションはトークン内
部のスペースを保持しません。

PREFIX では、パターン・ステートメント (COPY_S アクションなど) の ? または **
に一致するトークン間でのスペースを保持することはできません。トークン間のス
ペースを保持するには、COPY_S を使用してこれらのトークンを 1 つのユーザー変
数にコピーしてから、そのユーザー変数をプレフィックス変換するか、連結する必
要があります。上記のパターン・アクション・セットの例を参照してください。

情報の変換
CONVERT アクションは、ルックアップ・テーブル、あるいは独自に指定したリテ
ラルに従ってデータを変換する場合に使用します。
次のアクションを実行できます。
CONVERT
トークンを変更します。
CONVERT_S
指定されたトークンに接尾部を連結します。
CONVERT_P
指定されたトークンに、ルックアップ・テーブルの値と一致するトークンの
最初の接頭部を連結します。
CONVERT_PL
指定されたトークンに、ルックアップ・テーブルの値と一致するトークンの
最長の接頭部を連結します。
CONVERT_R
トークンに対する変更を実装するときに、トークン化プロセスを通してトー
クンを再度実行します。
次のアクションを使用すると、ラテン語ベースでない言語の文字を変換できます。
TRANS_KH
カタカナ文字をひらがな文字に変換します。
TRANS_HK
ひらがな文字をカタカナ文字に変換します。
TRANS_WN
全角文字を半角文字に変換します。
TRANS_NW
半角文字を全角文字に変換します。

場所コードの変換
場所名に数値コードを使用した入力レコードの変換に使用します。
これらのコードは実際の場所名に変換されます。まず最初に、2 つの列で構成され
た表ファイルを作成します。1 番目の列は入力値、2 番目の列は置換値になりま
す。例えば、CODES.TBL には次が含まれます。
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001 "SILVER SPRING"
002 BURTONSVILLE
800.0
003 LAUREL
...

複数ワードは、二重引用符 ("") で囲む必要があります。上記の例では、第 2 オペ
ランドの後に、不確実性の比較が使用される可能性を示す任意のウェイトを指定で
きます。ストリング比較ルーチンが BURTONSVILLE で使用され、800 以上のスコ
アが受け入れ可能になります。次のパターンは、上記の表に従ってトークンを変換
したものです。
&
CONVERT [1] @CODES.TBL TKN

これらのトークンは、コードがテキストとして永続的に変更されたかのように、以
降のすべてのパターンでも変換されたままになります。
変換ファイルには、重複した入力値 (最初のトークン、または引用符で囲まれた最
初のトークン・セット) を含むことはできません。重複したエントリーが検出され
た場合、Standardize ステージはエラー・メッセージを発行して停止します。

一時変換
CONVERT アクションで TEMP を指定して、現行のアクション・セットにのみ変換を
適用できます。
TEMP モードは一時変換を示します。次の例は、SUFFIX.TBL 表のエントリーに従
って第 1 オペランドの接尾部を変換するものです。
CONVERT_S [1] @SUFFIX.TBL TEMP

オペランド値が HESSESTRASSE で、SUFFIX.TBL に次の表エントリーがあるとし
ます。
STRASSE

STRASSE

800.0

オペランド [1] は次の値に置き換えられます。
HESSE STRASSE

今度はワードの間にスペースがあります。このパターン・アクション・セットのサ
ブシーケンス・アクションは予測どおりに処理を行います。例えば、COPY_S は、2
つのワード HESSE STRASSE をターゲットにコピーします。COPY、CONCAT、お
よび PREFIX は、スペースのないストリングをコピーします。例として、次の表エ
ントリーがあるとします。
STRASSE

STR

800.0

この変換結果は、HESSE STR となります。COPY_S は、両方のワードを保持します
が、COPY は、1 ワードとしての HESSESTR をコピーします。 CONVERT_P アク
ション、CONVERT_PL アクション、または CONVERT_S アクションのソースにオ
ペランド (上記の例)、ディクショナリー・フィールド、またはユーザー変数を指定
しても、同等の結果が得られます。
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永続変換
TKN モードは、トークンの永続変換を指定します。
一般に、永続変換を行う場合、CONVERT_S では接尾部に適用される再入力引数、
CONVERT_P または CONVERT_PL では接頭部に適用される再入力引数を指定します。
例えば、次の CONVERT_S ステートメントを使用するとします。
CONVERT_S [1] @SUFFIX.TBL TKN T

さらに、オペランド値は HESSESTRASSE で、SUFFIX.TBL に次の表エントリーが
あるとします。
STRASSE

STRASSE

800.0

この場合、ワード HESSE の本体またはルートを再入力するための 5 番目の引数を
指定しなかったため、このワードにはクラス ? が保持され、STRASSE には、T (通
りの種類) などの接尾部のタイプが指定されます。これらの 2 つのトークンについ
てさらなるアクションを実行するには、次のパターンが必要です。
? | T

再入力クラスが指定されていない場合は、両方のトークンにオリジナル・クラス ?
が保持されます。
接頭部または接尾部と、本体の両方を再入力することが必要な場合があります。ド
ロップされたスペースを確認する際に、APT234 などのトークンが出現する可能性
があります。この場合、このトークンは < (英字先行) クラスで検出されたものであ
るため、オプションの 4 番目の引数で接頭部 APT を U (複合単位) に再入力する
ことができ、さらにオプションの 5 番目の引数で本体 234 を ^ (数字) に再入力す
ることができます。次の例では、PREFIX.TBL 表に APT エントリーが含まれるこ
とを示します。
CONVERT_P [1] @PREFIX.TBL TKN U ^

単に本体のみを再入力する場合は、ダミーとして、オリジナル・クラスを繰り返す
4 番目の引数を指定する必要があります。

複数トークン・オペランドの変換
** または ? パターンに一致する複数トークン・オペランドを変換する場合、変換
表のフォーマットは、CONVERT の 3 番目の引数が TKN か、または TEMP かに
よって異なります。
3 番目の引数が TKN の場合、各トークンは別々に変換されます。
したがって、SOLANO BEACH を MALIBU SHORES に変換する場合、変換表には
次の 2 行が必要になります。
SOLANO

MALIBU

BEACH

SHORES
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この場合、SOLANO の出現部分がすべて MALIBU に変換され、BEACH の出現部
分がすべて SHORES に変換されてしまうため、望ましくない副次効果が生じる可
能性があります。
この状態を避けるには、CONVERT で TEMP オプションを使用する必要があります。
これにより、結合されたトークンはスペースのない単一ストリングとして処理され
ます。したがって、SOLANOBEACH は、トークン SOLANO と BEACH を含む ?
パターンの表記になります。CONVERT 表に次のエントリーを指定すると、適切な変
更が行われます。
SOLANOBEACH

"MALIBU SHORES"

この変換表では、連結されたオリジナル・トークンを区切るためのスペースを入れ
ることはできません。変換された値をディクショナリー・フィールドにコピーする
場合、COPY ではスペースは保持されません。したがって、スペースを保持する必要
がある場合は、COPY_S を使用してください。

固定値の割り当て
固定値をオペランドまたはディクショナリー列に割り当てるには、CONVERT を使用
します。
これは、次のように実行されます。
CONVERT operand literal TEMP | TKN
CONVERT dictionary-field literal

例えば、LOS ANGELES という市区町村名をディクショナリー列に割り当てる場合
は、次のいずれかのアクションを使用できます。
COPY "LOS ANGELES" {CT}
CONVERT {CT} "LOS ANGELES"

さらに重要なことは、次のようにすると、オペランドを固定値に変換できる点で
す。
CONVERT [1] "LOS ANGELES" TKN

TKN を指定すると、変更はこのレコードに関するすべてのアクションについて永続
的に反映され、TEMP を指定すると、変更は現在の一連のアクションに一時的に反
映されます。
オプション・クラスは TKN の後に指定できます。リテラル値への変換は常に正常
に実行されるため、通常は再入力が行われます。

接頭部と接尾部の変換
単一トークンを 2 つの異なるエンティティーで構成できる場合は、CONVERT-type ア
クションを使用して、両方のパーツを区切って標準化することができます。
これの例として、ドイツの住所があります。そこでは、接尾部 STRASSE を適切な
通りの名前に連結して HESSESTRASSE のようにすることができます。
米国の住所リストのエラー率が顕著な場合は、MAINSTREET など、欠落したスペ
ースの発生回数を確認することが必要になると思われます。これらのようなケース
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を処理する場合に、接頭部のトークンを調べる CONVERT_P アクションまたは
CONVERT_PL アクションと、接尾部用の CONVERT_S を使用することができます。
CONVERT_P アクションと同様に、CONVERT_PL アクションは接頭部のトークンを調べ
ます。ただし、CONVERT_P ではルックアップ・テーブルの値と一致する最初の接頭
部が取得され、CONVERT_PL では一致する最長の接頭部が取得されます。
例えば、ルックアップ・テーブルに NORTH と NORTHWEST のエントリーが含ま
れると想定します。トークン NORTHWESTPOINT の場合、CONVERT_P アクション
では接頭部 NORTH が取得され、CONVERT_PL アクションでは接頭部 NORTHWEST
が取得されます。
CONVERT_P、CONVERT_PL、および CONVERT_S は、CONVERT とほとんど同じ構文を使
用します。第 1 の相違点は、これらのアクションと共にルックアップ・テーブルを
使用する必要があることです。第 2 の相違点は、5 番目にオプションの引数を指定
することです。
CONVERT_P source @table_name TKN | TEMP retype1 retype2
CONVERT_PL source @table_name TKN | TEMP retype1 retype2
CONVERT_S source @table_name TKN | TEMP retype1 retype2
引数

説明

source

オペランド、ディクショナリー・フィール
ド、またはユーザー変数を指定できます。

retype1

CONVERT_P または CONVERT_PL アクションを
持つ接頭部、または CONVERT_S アクション
を持つ接尾部に割り当てるトークン・クラス
を参照します。この引数はオプションです。

retype2

ソースがオペランドの場合に、変換後にトー
クンの残りに割り当てるトークン・クラスで
す。

再トークン化による変換
CONVERT_R アクションを使用して、トークン化プロセスを通じて新しいトークンを
強制して、クラスと省略語を適切なものにすることができます。
単一トークンを複数のトークンに変換すると、一部のトークンがオリジナル・クラ
スと異なるクラスになる可能性がある場合は、CONVERT_R アクションを使用しま
す。
CONVERT_R の構文は CONVERT の構文よりも単純で、オペランドがアクションのター
ゲットとなり、TKN 引数の指定が前提となります。次のように、変換表を使用する
と、トークン化プロセスにより自動的に再入力されます。
CONVERT_R source @table_name

CONVERT_R では、ソースはオペランドです。
CONVERT_R の使用例は、通りの別名に対するものです。例えば、ファイル
ST_ALIAS.TBL には、次のエントリーが含まれます。
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OBT
SMF
WBN
WBS

"ORANGE BLOSSOM TRL"
"SANTA MONICA FREEWAY"
"WILSHIRE BLVD NORTH"
"WILSHIRE BLVD SOUTH"

パターン・アクション・セットは次のようになります。
*+
CONVERT_R [1] @ST_ALIAS.TBL

別名は展開され、その別名の個々のトークンは適切に分類されます。上記の例を使
用すると、WBN は、?、T、および D クラスの 3 つのトークンに展開されます。
残りのパターンとアクションは、新規の住所ストリングで意図されたとおりに機能
します。
トークンの再入力:
オプションのトークン・クラスは、TKN キーワードの後に指定できます。
トークンは、変換が正常に行われた場合にこのクラスに再入力されます。クラスが
指定されていない場合、トークンはそのオリジナル・クラスを保持します。次の例
は、3 つのファイルにあるエントリーに基づいて単一の不明な英字トークンを変換
するものです。各変換が正常に行われると、トークンは C、T、U のそれぞれに再
入力されます。
+
CONVERT [1] @CITIES.TBL TKN C
CONVERT [1] @TOWNS.TBL TKN T
CONVERT [1] @UNINCORP.TBL TKN U

ラテン語ベースでない言語の変換アクション
ラテン語ベースでない言語の文字を含むレコードに対して変換アクションを使用で
きます。これらのアクションは、Investigate ステージおよび Standardize ステージな
どのデータ品質ステージで使用可能です。
これらの変換アクションは、どのタイプの文字にも適用できます。ただし、これら
のアクションは、CJK トークナイザーによって処理される言語 (例えば、中国、日
本、および韓国で使用される言語など) に適用される場合に最も有効です。
カタカナ文字とひらがな文字の変換:
カタカナ文字とひらがな文字の変換は、TRANS_KH アクションおよび TRANS_HK アク
ションを使用して行うことができます。
TRANS_KH アクションは、カタカナ文字をひらがな文字に変換します。TRANS_HK ア
クションは、ひらがな文字をカタカナ文字に変換します。
これらのアクションを使用する場合は、パターン・アクション・ファイルの
PRAGMA セクションで TOK コマンドを使用して CJK トークナイザーを指定しま
す。CKJ トークナイザーは、ラテン語ベースでない言語の規則に基づいてトークン
を処理します。
これらのアクションの構文は CONVERT アクションの構文と類似していますが、ルッ
クアップ・テーブルを使用しないため、オブジェクトをリテラルに変換することは
できません。例えば、TRANS_KH アクションでは次の構文を使用できます。
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TRANS_KH source TKN | TEMP retype1
引数

説明

source

変換されるオブジェクト。source には、オペ
ランド、ディクショナリー・フィールド、ま
たはユーザー変数を指定できます。

retype1

変換されるトークンに割り当てるトークン・
クラス。この引数はオプションです。

文字幅の変換:
文字の幅の変換は、TRANS_WN アクションおよび TRANS_NW アクションを使用して行
うことができます。
TRANS_WN アクションは、全角文字を半角文字に変換します。TRANS_NW アクション
は、半角文字を全角文字に変換します。
これらのアクションを使用する場合は、パターン・アクション・ファイルの
PRAGMA セクションで、TOK コマンドと適切なロケール変数を使用して CJK トー
クナイザーを指定します。 CKJ トークナイザーは、ラテン語ベースでない言語の規
則に基づいてトークンを処理します。例えば、TRANS_WN アクションを使用して全角
の日本語文字を半角文字に変換するには、TOK ja_JP と指定します。
これらのアクションの構文は CONVERT アクションの構文と類似していますが、ルッ
クアップ・テーブルを使用しないため、オブジェクトをリテラルに変換することは
できません。例えば、TRANS_WN アクションでは次の構文を使用できます。
TRANS_WN source TKN | TEMP retype1
引数

説明

source

変換されるオブジェクト。source には、オペ
ランド、ディクショナリー・フィールド、ま
たはユーザー変数を指定できます。

retype1

変換されるトークンに割り当てるトークン・
クラス。この引数はオプションです。

CONVERT に関する考慮事項
CONVERT のソースには、オペランド、ディクショナリー列、またはユーザー変数
を指定できますが、ソースがオペランドの場合は、3 番目の引数が必要です。
CONVERT_P アクション、CONVERT_PL アクション、および CONVERT_S アク
ションの結果は、アクションと共に使用されるパターン・クラスに基づいて変わり
ます。
CONVERT アクションを使用する際に考慮すべき内容は、次のとおりです。
v CONVERT のソースには、オペランド、ディクショナリー・フィールド、またはユ
ーザー変数を指定できます。次の例では、どちらのアクションも有効です。
CONVERT temp @CODES.TBL
CONVERT {CT} @CODES.TBL

v 変換表ファイルを指定する場合、次のように全パス名をコーディングできます。
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CONVERT {CT} @..¥cnvrt¥cnvrtfile.dat

v CONVERT のソースがオペランドの場合は、次のように 3 番目の引数が必要です。
CONVERT operand table TKN
CONVERT operand table TEMP

TKN は、変換の後で、このレコードに関係するすべてのパターン・アクション・セ
ットに対する変更を永続的にするために使用されます。
TEMP を指定すると、変換は現在の一連のアクションに一時的に反映されます。
変換を、プログラムの以降のアクションと現在の一連のアクションの両方に適用す
る必要がある場合は、2 つの CONVERT アクション (1 つは、他の一連のアクション
とルール・セットに適用する TKN、もう 1 つは、現在の一連のアクションに含ま
れる別のアクションに適用する TEMP を使用したもの) を指定します。
CONVERT_P アクション、CONVERT_PL アクション、および CONVERT_S アク
ションの結果は、パターン・クラスに影響されます。例えば、? クラスは、複数の
トークンと一致できます。ここでは、SUFFIX.TBL に次の行がある場合について説
明します。
STRASSE STRASSE 800.
AVENUE AVE 800.

次のパターンとアクションがあるとします。
^ | ?
COPY [1] {HouseNumber}
CONVERT_S [2] @SUFFIX.TBL TEMP
COPY_S [2] {StreetName}
EXIT

次の入力データがあるとします。
123 AAVENUE BB CSTRASSE

結果は、次のような「番地」フィールドと「通りの名前」フィールドになります。
123 AAVENUEBBC STRASSE

次のパターンとアクションがあるとします。
^ | ?
CONVERT_S [2] @SUFFIX.TBL TKN T
^ | + | T | + | + | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY [5] {StreetName}
COPY [6] {StreetSuffixType}
EXIT

次の入力データがあるとします。
123 AAVENUE BB CSTRASSE

結果は次のようになります。
123
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STRASSE

{HouseNumber}、{StreetName}、および {StreetSuffixType} フィールドを次のように
指定します。
COPY [1] {HouseNumber}
COPY [2] {StreetName}
COPY [3] {StreetSuffixType}

この結果は、次のように変わります。
123

A

AVENUE

パターン ? を使用して英字を連結した場合、CONVERT_P アクション、
CONVERT_PL アクション、または CONVERT_S アクションは、モードが TEMP
の場合、ユーザー変数、ディクショナリー・フィールド、およびオペランドの連結
ストリング全体に対して処理を行います。
モードが TKN のオペランドの場合は、オペランドを構成するトークン表の各トー
クンが個別に調べられ、接頭部または接尾部が検出されるたびに、その接頭部また
は接尾部に対応する新しいトークンが表に挿入されます。

オペランドの再入力
RETYPE アクションは、クラス、トークン値、およびオペランドの省略語を変更する
ために使用されます。
再入力オペランドのフォーマットは、次のようなパターン・アクション・セットに
なります。
RETYPE operand class [variable | literal] [variable | literal]
引数

説明

オペランド

パターンのオペランド番号

class

新規のクラス値

variable | literal

新規のトークン値。変数またはリテラルを指
定できます (オプション)

variable | literal

新規のトークン省略語。変数またはリテラル
を指定できます (オプション)
注: トークン省略語を変更し、さらにトーク
ン値を現状のまま残す場合は、このトークン
値をユーザー変数にコピーしてから、その変
数を 3 番目の引数として使用できます。

標準化ルールの作成の基本概念は、フィルタリングです。字句や文節を変更するに
は、トークン表にあるこれらの字句や文節を検索、処理、または除去します。ま
た、これらを NULL クラス (0) に再入力して除去することもできます。 NULL ク
ラスは、すべてのパターン・マッチングで無視されます。
例えば、アパート情報を処理し、その後の処理からユニット情報を除外する場合、
次のパターン・アクション・セットを使用できます。
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*U | &
COPY_A [1] {UnitType}
COPY [2] {UnitValue}
RETYPE [1] 0
RETYPE [2] 0

アパート情報の指定を除去すると、住所 123 MAIN ST APT 56 は、 123 MAIN
ST などの標準形式に変換されます。任意の単一トークンが後に続くアパート情報が
検出されます。これらのフィールドはディクショナリー・フィールドに移動され、
NULL に再入力されて、以降のどのパターンでも一致しなくなります。
第 3 オペランドは、トークンのテキストを置き換える場合に使用できます。例え
ば、ST CHARLES のような通りの名前を認識して、ST を SAINT というワードに
置き換える場合は、次のルールを使用できます。
*!? | T | + | T
RETYPE [2] ? "SAINT"

この組み合わせにより、タイプ T トークン (タイプ T の値は ST のみ) とその前
のすべてのトークン・タイプ (不明な英字を除く)、さらにその後の単一の英字ワー
ドがスキャンされます。 RETYPE アクションにより、タイプ T オペランドが不明な
英字 (?) に変更され、このテキストが SAINT に置き換えられます。入力データに
次の住所があるとします。
123 ST CHARLES ST

この結果は、次の例に示すとおりです。SAINT と STREET を示す省略語のあいま
いさが訂正されます。
123 SAINT CHARLES ST

地域コードのルール・セットで行われるのと同様に、最後の ST が T に再入力され
ると、このルールは標準の ^ | ? | T パターンに一致します。? は再入力クラスに
使用されます。これは、SAINT と隣の不明な英字トークンが 1 つのトークンとみ
なされるようにする必要性において重要な点になります。
パターンの第 1 オペランド (*!?) は、ST の前に不明な英字がないことを確実にす
るものです。これにより、入力データ MAIN ST JUNK が MAIN SAINT JUNK に
標準化されることを回避できます。
第 4 オペランドは、RETYPE アクションでこのオペランドの標準省略語を変更でき
るようにするものです。このオペランドを組み込む場合は、トークン値の置換引数
(3 番目の引数) も組み込む必要があります。このトークン値を置き換えない場合
は、オリジナルの値を置換値として使用できます。例えば、住所 ST 123 は SUITE
123 を意味する可能性があります。
SUITE の標準省略語が STE の場合は、次のパターン・アクション・セットを使用
してこのトークン省略語を変更する必要があります。
S | ^
RETYPE [1] U "SUITE" "STE"

この指定により、以降は SUITE 123 のようなパターンと解釈され、省略語 STE が
使用されるようになります。
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オプションの 3 番目と 4 番目の引数については、サブストリング範囲を使用でき
ます。例えば、入力レコード 8 143rd Ave と次のパターン・アクション・セットに
ついて説明します。
^ | > | T
COPY [2](n) temp
RETYPE [2] ^ temp(1:2)

143 は変数 temp にコピーされ、次に 14 が 2 番目のトークンの内容として置き換
わり、さらにそのクラスは数字 (^) になります。
サブフィールド範囲 (n:m) が指定されなかった場合、RETYPE は、連結された英字ク
ラス (?) かあるいは汎用クラス (**) と思われるクラスのすべてのエレメントを再分
類します。サブフィールド範囲が指定された場合、RETYPE はその範囲内にあるトー
クンのみを再分類します。例えば、次のような入力データがあるとします。
15 AA BB CC DD EE FF RD

次のように、パターンまたはアクションの組み合わせによって、それぞれの結果が
示されます。
^ | ? | T
RETYPE [2] 0

; Sets AA to FF to NULL class

^ | 3 | T
RETYPE [2] 0

; Sets CC to NULL class

^ | (2:3) | T
RETYPE [2] 0

; Sets BB and CC to NULL class

^ | -2 | T
RETYPE [2] 0

; Sets EE to NULL class

RETYPE は、TKN 引数を使用した CONVERT と同様にアクションします。 RETYPE の
値 (クラス、トークン値、省略語) は、現行パターン・アクション内では使用でき
ず、以降のパターン・アクションのみに使用できます。したがって、次の例のよう
に指定すると、1 つのパターン・アクションの組み合わせで希望する結果は得られ
ず、エラーのフラグが示されます。
...
RETYPE [1] ...
COPY [1] ...

複数トークンの再入力
あるトークンの複数オカレンスを再入力する場合には、一連の特殊なパターン・ア
クションを使用できます。
このパターンでは、オペランド [1] を参照する標準の RETYPE ステートメントの前
に次のフォーマットが必要です。
number*class

number は 0 から MAX_TOKENS (現在は 40) までの整数にする必要があり、これ
は参照されるオカレンス数を示します。ゼロは、すべてのオカレンスがスキャンさ
れることを意味します。
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例えば、123-45 Main St. のようにハイフンでつながれた番地の処理が終わり、残り
のトークンからすべてのハイフンを除去したい場合は、次のパターン・アクショ
ン・セットを使用します。
0 * RETYPE [1] 0

これにより、すべてのハイフンがスキャンされ、NULL に再入力されます。 2 つの
数字トークンを値 UKN を持つ 1 つの不明なタイプに再入力する場合は、次のパタ
ーン・アクション・セットを使用します。
2 * ^
RETYPE [1] ? "UKN"

複数オカレンスが参照される場合、パターン全体がこの単純なフォーマットに制限
されます。

パターン生成
PATTERN ステートメントは、一連のアクティブ・トークンのパターンを生成しま
す。
次のパターン・アクションは、構文を示しています。
PATTERN Target
引数

説明

ターゲット

戻されたパターンが保管されるユーザー変数
またはディクショナリー列の名前

例えば、次のとおりです。
&
PATTERN {InputPattern}

上記の例では、PATTERN アクションが実行されると、すべてのアクティブ・トーク
ンに関連付けられたパターンが生成され、ディクショナリー・フィールド
{InputPattern} に保管されます。

パターン・アクション・ファイル内のルール・セットの拡張機能
ルール・セットの拡張機能は、ルール・グループへの参照を使用してパターン・ア
クション・ファイルを更新することで有効にすることができます。 パターン・アク
ション・ファイルには、ルール・グループごとに 1 つの参照のみを含めることがで
きます。
次の構文を使用できます。
PROCESS_RC Rule_Group_Name RC_Return [Rule_ID]
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引数

説明

Rule_Group_Name

ルール・グループの名前。名前には英数字と
下線文字のみ使用でき、英数字から始める必
要があります。

パターン・アクション・リファレンス

引数

説明

Rule_ID

変数の名前。アクションが実行されると、現
在のレコードに適用したルールの名前が変数
に書き込まれます。 レコードに適用された
ルールがない場合、変数は空になります。
パターン・アクション言語にこの変数を使用
するアクションを追加できます。 例えば、
レポート目的で出力列にルール ID を追加す
るアクションを追加できます。
この引数はオプションです。

ルール・グループへの参照を追加する場合は、アクションをいつ実行するかに基づ
いて、パターン・アクション・ファイル内の場所を選択します。例えば、他のどの
処理よりも前にルール・グループ内のルールを適用するには、呼び出される最初の
サブルーチンの先頭に参照を追加します。

リターン・コード値
ルール・グループを参照する場合は、各入力レコードのリターン・コードの値に基
づくアクションを追加できます。リターン・コードの値は、入力レコードにルー
ル・グループのルールが適用されるかどうかによって異なります。
値

説明

0

入力レコードにルール・グループのルールが
適用されません。

1

入力レコードにルール・グループのルールが
適用されます。

2

入力レコードにルール・グループのルールが
適用されますが、レコードはルールをパスス
ルーするように設定されています。 このた
め、レコードはルールによって変更されませ
ん。

サンプル
PROCESS_RC Input_Overrides RC_Return
[ RC_Return = "1" ]
; A rule in the rule group applies to the input record:
; CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY "CI" {UserOverrideFlag}
CALL Post_Process
EXIT

このサンプルは、Input_Overrides ルール・グループを参照します。 このサンプル
は、入力レコードにルール・グループのルールが適用される場合に発生するアクシ
ョンを指定します。
PROCESS_RC RuleGroup1 RC_Return RuleID
[ RC_Return = "1" ]
; A rule in the rule group applies to the input record:
; CALL Post_Process SUBROUTINE then EXIT
COPY RuleID {RuleID}
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; Add the name of the rule that applied to the record to the RuleID output column
COPY "RuleGroup1" {RuleGroupName}
; Add the name of the rule group to the RuleGroupName output column
CALL Post_Process
EXIT

このサンプルは、RuleGroup1 ルール・グループを参照し、RuleID 引数を使用しま
す。 1 つのアクションは、入力レコードに適用したルール・グループのルールの名
前を RuleID 出力列にコピーします。 別のアクションは、ルール・グループの名前
を RuleGroupName 出力列に追加します。 アクションが実行される前に、アクショ
ンが参照する出力列が辞書ファイルに追加されている必要があります。

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットのユーザー・オーバ
ーライド
ユーザー・オーバーライド・オプションを使用して、ドメイン・プリプロセッサー
(PREP) ルール・セットのオーバーライドを作成できます。

リターン・コード値
オーバーライド・ステートメントは、パターン・アクション表内になければなりま
せん。ステートメントによって、デザイナー・クライアント内でオーバーライドが
可能になります。
推奨する構文は次のとおりです。
OVERRIDE_P Lookup_Value @Table_Name Return_Code [ CLASS | VALUE ]
引数

説明

Lookup_Value

アクティブ・トークン・セットに対するパタ
ーン参照またはテキスト参照を含むユーザー
変数の名前。この名前を使用して、
Table_Name で指定した表を参照し、適切な
ユーザー・オーバーライドの有無が検査され
ます。

Table_Name

使用するユーザー・オーバーライド表の名前

Return_Code

リターン・コード値の保管先となるユーザー
変数またはディクショナリー・フィールドの
名前

[ CLASS | VALUE ]

CLASS は、Lookup_Value にパターン参照が
含まれることを示すものです。ここでは、各
トークンは独自のトークン・クラスで表され
ます。
VALUE は、Lookup_Value にテキスト参照が
含まれることを示すものです。ここでは、各
トークンは独自のトークン値で表されます。
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値

説明

0 (ゼロ) (デフォルト値)

指定された Table_Name で指定された
Lookup_Value のマッチングが見つからなかっ
たため、ユーザー・オーバーライドが実行さ
れなかったことを示します

1

ユーザー・オーバーライドがエラーなしで正
常に実行されたことを示します

例えば、次のとおりです。
OVERRIDE_P Text @USPREPIP.TBL Return VALUE
OVERRIDE_P Pattern @USPREPIP.TBL Return CLASS

指定された Lookup_Value が指定された Table_Name で検索されます。Lookup_Value
が見つかった場合、アクティブ・トークン・セットは、マッチング表エントリーに
あるオーバーライド指示を使用する RETYPE です。リターン・コード値は常に戻さ
れ、指定された Return_Code に保管されます。
Lookup_Value には、アクティブ・トークン・セット全体を表すリテラル・トークン
値のパターンまたはストリングが含まれます。
Table_Name は、次のフォーマットを使用した 2 列の STAN 変換表です。
v パターン・オーバーライド表フォーマット (ドメイン・プリプロセッサー・ルー
ル・セット用)
列 1: <[トークン #1 の分類][トークン #2 の分類]...>
列 2: <[トークン #1 のドメイン・マスク][トークン #2 のドメイン・マスク]...>
次に例を示します (ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット用)。
N^D+TU^
A++E
A+S^

AAAAAAA
NNNN
RRRR

v テキスト・オーバーライド表フォーマット (ドメイン・プリプロセッサー・ルー
ル・セット用)
列 1: <["][トークン #1][スペース][トークン #2][スペース]...["]>
列 2: <[トークン #1 のドメイン・マスク][トークン #2 のドメイン・マスク]...>
次に例を示します (ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セット用)。
"ZQNAMEZQ 456 SOUTH MAIN AVENUE APARTMENT 7"
"ZQADDRZQ IBM CORPORATION"
NNNN
"ZQADDRZQ LITTLETON MA 01460"
RRRR

AAAAAA

ドメイン・プリプロセッサー・ルール・セットの詳細は、「IBM InfoSphere
QualityStage ユーザー・ガイド」を参照してください。

オーバーライド表の構文検証
オーバーライド表の構文検証は、Standardize ステージまたは Investigation ステージ
の初期化時に行われます。
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構文エラーが見つかった場合、ステージの実行は停止し、オーバーライド表名、無
効エントリーの内容、およびエラーの性質についての説明を示すエラー・メッセー
ジがログ・ファイルに書き込まれます。
オーバーライド指示には、各アクティブ・トークンに対応する 1 つのドメイン・マ
スクが存在する必要があります。ドメイン・マスクとは、対応するトークンを
RETYPE する場合に使用するクラスのことです。ドメイン・マスクに有効な値は、
A、N、および R のみです。
確認が必要なエラーは、主に次の 2 つです。
v 無効なドメイン・マスク (A、N、R のいずれでもない)
v 不完全なオーバーライド指示 (各アクティブ・トークンに有効な指示がなかった)

ルール・セットのユーザー・オーバーライド
ドメイン・ルール・セット内部でユーザー・オーバーライド・オプションを使用し
て、オーバーライドを作成できます

リターン・コード値
オーバーライド・ステートメントは、パターン・アクション表内になければなりま
せん。ステートメントによって、デザイナー・クライアント内でオーバーライドが
可能になります。
次の構文を使用できます。
OVERRIDE_D Lookup_Value @Table_Name Return_Code [ CLASS | VALUE ]
引数

説明

Lookup_Value

アクティブ・トークン・セットに対するパタ
ーン参照またはテキスト参照を含むユーザー
変数の名前。この名前を使用して、
Table_Name で指定した表を参照し、適切な
ユーザー・オーバーライドの有無が検査され
ます。

Table_Name

使用するユーザー・オーバーライド表の名
前。

Return_Code

リターン・コード値の保管先となるユーザー
変数またはディクショナリー・フィールドの
名前。

[ CLASS | VALUE ]

CLASS は、Lookup_Value にパターン参照が
含まれることを示すものです。ここでは、各
トークンは独自のトークン・クラスで表され
ます。
VALUE は、Lookup_Value にテキスト参照が
含まれることを示すものです。ここでは、各
トークンは独自のトークン値で表されます。
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値

説明

0 (ゼロ) (デフォルト値)

指定された Table_Name で指定された
Lookup_Value のマッチングが見つからなかっ
たため、ユーザー・オーバーライドが実行さ
れなかったことを示します。

1

ユーザー・オーバーライドがエラーなしで正
常に実行されたことを示します。

次に、ユーザーが作成したオーバーライド・アクションの例を示します。
OVERRIDE_D Text @USNAME.UTO Return VALUE
OVERRIDE_D Pattern @USNAME.UPO Return CLASS

指定された Lookup_Value が指定された Table_Name で検索されます。Lookup_Value
が見つかった場合、アクティブ・トークン・セットは、マッチング表エントリーに
あるオーバーライド指示を使用してディクショナリー・フィールドに書き込まれて
から、NULL に RETYPE されます。ディクショナリー・フィールドの既存の内容は
すべて、オーバーライド指示を実行する間も保持されます。リターン・コード値は
常に戻され、指定された Return_Code に保管されます。
Lookup_Value には、アクティブ・トークン・セット全体を表すリテラル・トークン
値のパターンまたはストリングが含まれます。
Table_Name は、次のフォーマットを使用した 2 列の STAN 変換表です。
v パターン・オーバーライド表フォーマット (ルール・セット用)
列 1: <[トークン #1 の分類][トークン #2 の分類]...>
列 2: <[トークン #1 の DCT フィールド][トークン #1 のデータ・フラグ] - [ト
ークン #2 の DCT フィールド][トークン #2 のデータ・フラグ] -...>
次に例を示します (ルール・セット用)。
FIF
FirstName1-MiddleName1-PrimaryName1
^D+T
HouseNumber1
-StreetPrefixDirectional2-StreetName1-StreetSuffixType2
+++
ExceptionData5

v テキスト・オーバーライド表フォーマット (ルール・セット用)
列 1: <["][トークン #1][スペース][トークン #2][スペース]...["]>
列 2: <[トークン #1 の DCT フィールド][トークン #1 のデータ・フラグ] [トー
クン #2 の DCT フィールド][トークン #2 のデータ・フラグ]...>
次にテキスト・オーバーライドの例を示します (ルール・セット用)。
"JAMES E HARRIS" FirstName1-MiddleName1-PrimaryName1
"123 N. MAIN STREET" HouseNumber1
-StreetPrefixDirectional2-StreetName1-StreetSuffixType2
"DO NOT MAIL"
ExceptionData5

ドメイン固有のルール・セットも含めて、ルール・セットのカテゴリーの詳細は、
「IBM InfoSphere QualityStage ユーザー・ガイド」を参照してください。
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ドメイン固有ルール・セットに関するオーバーライド表の構文検証
オーバーライド表の構文検証は、Standardize ステージまたは Investigation ステージ
の初期化時に実行されます。
構文エラーが見つかった場合、ステージの実行は停止し、オーバーライド表名、無
効エントリーの内容、およびエラーの性質についての説明を示すエラー・メッセー
ジがログ・ファイルに書き込まれます。
オーバーライド・ステートメントの中に、各アクティブ・トークンに対応する指示
があります。指示は、フィールド名とその後に続くデータ・フラグから構成されま
す。有効なデータ・フラグは、対応するトークンについて実行される関連アクショ
ンを示します。各オーバーライド指示は、ハイフン (-) で分けられています。アク
ティブ・トークンに比べて有効なオーバーライド指示が少ない状況となるのは、
「残りのトークンをすべて移動」または「残りのトークンをすべてドロップ」デー
タ・フラグ (以下の表の値 5、6、7、8、および 9) が使用された場合のみです。
確認が必要なエラーは、主に次の 3 つです。
v 無効なデータ・フラグ (値が以下の表にリストされたものではない)
v 無効なディクショナリー・フィールド名 (ルール・セットのディクショナリー・
ファイルにリストされていない)
v 不完全なオーバーライド指示 (各アクティブ・トークンに有効な指示がなかった)
データ・フラグ表 (ドメイン固有ルール・セットのみに使用されるもの) を以下に示
します。

52

値

関連アクション

0 (ゼロ)

現行トークンのドロップ

1

指定されたディクショナリー・フィールドに
対して、先行文字スペースを追加してから対
応するトークンのオリジナル値を追加 (指定
されたディクショナリー・フィールドが空の
場合は、先行文字スペースを追加することは
できません)

2

指定されたディクショナリー・フィールドに
対して、先行文字スペースを追加してから対
応するトークンの標準値を追加 (指定された
ディクショナリー・フィールドが空の場合
は、先行文字スペースを追加することはでき
ません。また、対応するトークンの標準値が
使用不可の場合は、オリジナルの値を使用し
ます)

3

指定されたディクショナリー・フィールドに
対して、先行文字スペースを追加せずに対応
するトークンのオリジナル値を追加

4

指定されたディクショナリー・フィールドに
対して、先行文字スペースを追加せずに対応
するトークンの標準値を追加 (対応するトー
クンの標準値が使用不可の場合は、オリジナ
ルの値を使用します)
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値

関連アクション

5

オリジナルの値を使用する残りのトークンを
すべて、各トークン間に 1 文字分のスペー
スを残したまま、指定されたディクショナリ
ー・フィールドに移動

6

標準値を使用する残りのトークンをすべて、
各トークン間に 1 文字分のスペースを残し
たまま、指定されたディクショナリー・フィ
ールドに移動 (残りのトークンのいずれにも
標準値が使用できない場合は、オリジナルの
値を使用します)

7

オリジナルの値を使用する残りのトークンを
すべて、各トークン間に文字スペースを入れ
ずに、指定されたディクショナリー・フィー
ルドに移動

8

標準値を使用する残りのトークンをすべて、
各トークン間の文字スペースなしで、指定さ
れたディクショナリー・フィールドに移動
(残りのトークンのいずれにも標準値が使用で
きない場合は、オリジナルの値を使用します)

9

残りのトークンをすべてドロップ

マージンの設定
左マージンと右マージンを設定することで、マッチングに使用するパターンの範囲
を制御できます。
いくつかのパターン・アクション・セットを入力トークンの範囲に制限することが
必要な場合があります。例えば、入力データが 4 行のレコード構成になっており、
その内の 2 行が住所情報、0 から 2 行までが担当部署名または団体名である場
合、番地、通りの名前、通りの種類を示した住所行を検索し、その行のみを処理
し、そのトークンを NULL に再入力する必要があるとします。
同様の処理を市区町村、都道府県 (州)、および郵便番号にも行っていた場合、確実
に残るのは所属部署名または団体名となります。
このような制限付き処理は、左右のマージンを設定することで実行できます。デフ
ォルトの設定では、左マージンが最初のトークンで、右マージンが最後のトークン
となっています。これらの設定は、SET_L_MARGIN および SET_R_MARGIN アクション
を使用して変更できます。各アクションでは、2 つの内いずれかのキーワードと、
その後に 1 つの番号 (番号は大括弧で囲んでもよい) を指定します。次の構文を使
用できます。
SET_L_MARGIN LINE number | OPERAND number
SET_R_MARGIN LINE number | OPERAND number

この一連の制限アクションの例を次に示します。
*^ | D | ?
SET_L_MARGIN OPERAND [3]
SET_R_MARGIN OPERAND [3]

IBM InfoSphere QualityStage パターン・アクション・リファレンス

53

この例では、左マージンと右マージンの両方がオペランド 3 に設定されます。複数
のトークンを不明な英字タイプ ? に対応するトークン・セットにすることができる
ため、左マージンは常にそのグループの最初のトークンに設定され、右マージンは
常にそのグループの最後のトークンに設定されます。
この点については、タイプ ** も同様です。オペランド 3 に ^ など、単一トーク
ンのみを参照できる別のタイプを指定した場合、左と右の両マージンをオペランド
3 に設定すると、次回のパターン・アクション・セットでもその単一トークンのみ
が参照されることになります。すべてのパターン・アクション・セットと同様、関
連付けられたパターンが入力レコードと一致しない場合は、そのアクションは無視
され、これらのマージンは未変更のままになります。
左右のマージンで指定されたトークン・セット内の処理が完了したら、これらのマ
ージンを最大幅の設定にリセットして、他の行またはトークンを再配置する必要が
あります。次のように、左マージンには BEGIN_TOKEN キーワード、右マージンには
END_TOKEN キーワードを使用します。
SET_L_MARGIN OPERAND [BEGIN_TOKEN]
SET_R_MARGIN OPERAND [END_TOKEN]

マージンを設定した後でそれらのマージン内にあるすべてのトークンを NULL に再
入力すると、それ以外のトークンにはアクセスできなくなるので注意が必要です。
それらのマージンのリセット・アクションを実行するには、他のトークンの検索を
必要としないパターンを使用する必要があります。通常の方法としては、プロセス
の開始時に、そのパターン・アクション・シーケンスの任意の時点で真をテストす
る条件を作成します。最初のパターン・アクション・セットは次のようになりま
す。
&
COPY "TRUE" true

表示されているすべてのトークンを NULL に再入力した後のある時点で、次のパタ
ーン・アクション・シーケンスを使用してマージンのリセット・アクションを実行
できます。
[true = "TRUE"]
SET_L_MARGIN OPERAND [BEGIN_TOKEN]
SET_R_MARGIN OPERAND [END_TOKEN]

SOUNDEX 音声コード
SOUNDEX アクションは、あるディクショナリー・フィールドの SOUNDEX コードを計
算して、その結果を別のディクショナリー・フィールドに移動する場合に使用され
ます。
SOUNDEX コードは、マッチング・オペレーションでのレコードのブロッキングに役
立つ音声キーです。
SOUNDEX は、特に目立った特徴がないにもかかわらず、複数ファイルを適切な数の
サブセットに区分する場合に使用されるため、ブロッキング変数としては優れてい
ます。アクションは特に英語用にデザインされていますが、おそらく他の言語にも
有用です。
SOUNDEX アクションのフォーマットは次のとおりです。
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SOUNDEX source-field target-field

例えば、次のアクションは、StreetName ディクショナリー・フィールドの SOUNDEX
を計算し、結果を StreetNameSOUNDEX フィールドに置きます。
SOUNDEX {StreetName} {StreetNameSOUNDEX}

RSOUNDEX (SOUNDEX の逆) アクションは、音声コードがそのフィールドの末尾にある
非ブランク文字から生成され、先頭に向かって実行されること以外は、SOUNDEX ア
クションと同じです。これは、先頭文字にエラーがあるフィールドのブロッキング
に役立ちます。次に、パターン構文の例を示します。
RSOUNDEX {StreetName} {StreetNameRVSNDX}

SOUNDEX アクションと RSOUNDEX アクションは POST アクション・セクションで使
用されるため、これらはレコードのパターン・マッチングが完了した後に実行され
ます。
POST アクションはすべてのパターン・アクション・セットの前に指定する必要があ
り、さらに ¥POST_START 行から ¥POST_END 行の間に指定します。

NYSIIS のコーディング
NYSIIS アクションは、あるディクショナリー・フィールドの NYSIIS コードを計
算して、その結果を別のディクショナリー・フィールドに移動する場合に使用され
ます。
NYSIIS は、New York State Information and Intelligence Systems の略です。NYSIIS
は、SOUNDEX の後に開発された、音声コード・アルゴリズムです。SOUNDEX と
同じように、NYSIIS は特に英語用にデザインされていますが、おそらく他の言語に
も有用です。
NYSIIS アクションのフォーマットは次のとおりです。
NYSIIS source-field target-field

例えば、次のアクションは、MatchFirstName フィールドの NYSIIS を計算して、8
文字の結果を MatchFirstNameNYSIIS ディクショナリー・フィールドに入れます。
NYSIIS {MatchFirstName} {MatchFirstNameNYSIIS}

RNYSIIS アクションは NYSIIS の逆です。NYSIIS アクションと RNYSIIS アクシ
ョンは POST アクション・セクションで使用されるため、これらはレコードのパタ
ーン・マッチングが完了した後に実行されます。
POST アクションはパターン・アクション・セットの前に指定され、さらに
¥POST_START 行から ¥POST_END 行の間に指定される必要があります。

パターン・マッチングの終了
EXIT アクションは、現行プロセスのパターン・マッチング・プログラムを終了する
場合に使用されます。
EXIT アクションにより、以降のパターン・アクション・セットが実行されなくなり
ます。次に例を示します。
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^ | D | ? | T
COPY [1] {HouseNumber}
COPY_A [2] {StreetPrefixDirectional}
COPY [3] {StreetName}
COPY [4] {StreetSuffixType}
EXIT

入力レコードがパターンと一致した場合、現行プロセスは、COPY アクションの後
(およびすべての POST アクションの後) に終了します。

サブルーチンの呼び出し
処理時間を短縮し、コーディングされる必要のあるパターン・アクション・セット
の数を制御するために、サブルーチンを使用できます。
サブルーチンの呼び出しの構文は、次のとおりです。
CALL <subroutine name>

パターン・アクション・セットが順次実行されていくため、一般のタイプのテス
ト、およびそのタイプを処理するサブルーチンの呼び出しが高速になります。次に
最適な例を示します。
*U
CALL UNITS

ユニット・タイプ (U) が入力データ内のどこかで検出されると、サブルーチン
Units が部屋番号を処理するために呼び出されます。サブルーチン名は、変数名と同
じルール (最大 32 文字で、先頭は英字) に従って形成されます。
存在しないサブルーチンが呼び出されると、実行時にルール・セットが異常終了し
ます。

サブルーチンからの戻り
RETURN アクションにより、サブルーチンからメインプログラムに制御を戻すことが
できます。
RETURN アクションは、サブルーチンからメインプログラムに制御を戻す場合に使用
できます。 RETURN は、¥END_SUB ステートメントの直前には必要ありません。

サブルーチンの書き込み
サブルーチンは、POST アクションのように区切られます。
サブルーチンには、次のヘッダー行とトレーラー行があります。
¥SUB <name>
...
...

サブルーチン本体

¥END_SUB

¥SUB と ¥END_SUB の組み合わせは、必要に応じていくつでも追加できます。次の例
は、ルール・ファイルの編成を示したものです。
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¥POST_START
アクション
POST_END
%1 U
CALL UNITS
%1 R
CALL ROUTES
...
追加のパターンとアクション

...
...
¥SUB UNITS
...

アパート情報処理のためのパターンとアクシ
ョン

...
...
¥END_SUB
¥SUB ROUTES
...

経路指定処理のためのパターンとアクション

...
...
¥END_SUB

サブルーチンはすべて、ファイルの最後にコーディングします。サブルーチン自体
の順序は重要ではありません。サブルーチンには、主要ルールで示されるように標
準のパターン・アクション・セットが含まれます。
サブルーチンはネストすることができます。つまり、CALL アクションをサブルーチ
ン内に入れることができます。
制御は、¥END_SUB に達したとき、あるいは RETURN アクションが実行されたとき
に、そのルーチンを呼び出したレベルに戻されるか、または別のサブルーチンかメ
インプログラムに戻されます。

アクションの反復的な実行
REPEAT アクションを使用して、パターンが一致しなくなるまで、先行のパターンと
それに関連付けられたアクション・セットを繰り返し実行します。
REPEAT アクションを使用する場合、 REPEAT ステートメントは、アクション・セッ
トの中で最後のアクション・ステートメントでなければなりません。 REPEAT ステ
ートメントは、CALL ステートメントの後で有効です。アクション・セットには、パ
ターン・テストのオブジェクトまたは無限ループの結果を変更するアクションが、1
つ以上含まれている必要があります。
次の例のパターン・アクション・セットでは、入力値を標準の値に変換したあと、
クラス A のすべてのオペランドのタイプを不明の英字のクラス (?) に変更しま
す。
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*A
COPY_A [1] temp
RETYPE [1] ? temp temp
REPEAT

次の例のパターン・アクション・セットでは、ユーザー変数 data が空になるまで
Parsing_Rules サブルーチンを呼び出します。
[data != ""]
CALL Parsing_Rules
REPEAT

Parsing_Rules サブルーチンの例は、USNAME ルール・セットを参照してくださ
い。デザイナー・クライアントのリポジトリー・ビューで、「標準化ルール」フォ
ルダーを展開します。「USA domain」フォルダーを展開します。

ソースとターゲットのサマリー
アクションには、複数のソースおよびターゲットがあります。
以下に、すべてのアクションについてそれぞれ許可されているソースとターゲット
のサマリーを示します。
アクション
CONCAT

ソース

ターゲット

オペランド

ユーザー変数

オペランド
リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド

リテラル

ユーザー変数

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド
ディクショナリー変数
CONCAT_A

CONCAT_I

オペランド

ユーザー変数

オペランド

ディクショナリー・フィ
ールド

オペランド

ユーザー変数

オペランド
リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド

リテラル

ユーザー変数

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
CONVERT

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
オペランド
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CONVERT ステートメント
は、ソースを変換します。ソ
ースはターゲットでもありま
す。

アクション
CONVERT_P|PL|S

ソース
ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
オペランド

CONVERT_R

オペランド

COPY

オペランド
オペランド
フォーマットされたフィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド
リテラル

ターゲット
CONVERT ステートメント
は、ソースを変換します。ソ
ースはターゲットでもありま
す。
CONVERT ステートメント
は、ソースを変換します。ソ
ースはターゲットでもありま
す。
ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
ディクショナリー・フィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数

リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ユーザー変数

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数

COPY_A

COPY_C

オペランド

ユーザー変数

オペランド

ディクショナリー・フィ
ールド

オペランド

ディクショナリー・フィ
ールド

オペランド

ユーザー変数
COPY_I

オペランド
オペランド
フォーマットされたフィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド
リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
ディクショナリー・フィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数

リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ユーザー変数

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
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アクション
COPY_S

ソース
オペランド
オペランド

ターゲット
ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数

MOVE

ユーザー変数
ディクショナリー・フィ
ールド

NYSIIS

PREFIX

ディクショナリー・フィ
ールド
ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

オペランド

ユーザー変数

オペランド
リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド

リテラル

ユーザー変数

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
PREFIX_A

PREFIX_I

オペランド

ユーザー変数

オペランド

ディクショナリー・フィ
ールド

オペランド

ユーザー変数

オペランド
リテラル

ディクショナリー・フィ
ールド

リテラル

ユーザー変数

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数
REPEAT
RNYSIIS

RSOUNDEX
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(なし)

(なし)

ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

アクション
SOUNDEX

TRANS_HK|KH

ソース

ターゲット

ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド

ユーザー変数

ディクショナリー・フィ
ールド

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数

これらのステートメントは、
ソースを変換します。ソース
はターゲットでもあります。

オペランド
TRANS_NW|WN

ディクショナリー・フィ
ールド
ユーザー変数

これらのステートメントは、
ソースを変換します。ソース
はターゲットでもあります。

オペランド

マージン設定アクションにはソースもターゲットもなく、代わりに最初の引数とし
てキーワード OPERAND/LINE を指定し、2 番目の引数としてオペランド番号 (大
括弧 [] で囲む) か行番号を指定します。次に例を示します。
SET_L_MARGIN LINE 5
SET_R_MARGIN OPERAND [3]
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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。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014

65

66

パターン・アクション・リファレンス

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 3. 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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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 4. 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 4. 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 Server
Web コンソール

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

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。

コマンド
構文

製品資料

パターン・アクション
COPY_A 28

45

アクセシビリティー
正符号 (+) クラス

COPY_C 30
COPY_S 29

［ア行］

MOVE
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57

アクション

RETYPE

43

ステートメント 26
ソースとターゲット

アクセス 71
製品のアクセシビリティー

65

ソフトウェア・サービス
連絡先 69

32
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コマンド・ライン構文
規則 65
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大括弧 []

アットマーク (@) クラス 5
アンパーサンド (&) クラス 5
位置決め指定子
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ル 3
サブストリング

フィールドの末尾 ($) 11
浮動 (*) 11
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移動、データ 32
オーバーライド表
構文検証 50
ドメイン固有ルール・セット
お客様サポート
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オペランド
関数
サブストリング 22
長さ (LEN) 20
フォーマット (PICT) 21
現行内容、中括弧 {} 17
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書き込み
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52

無効なフィールド名
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連結 32
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固定値 38
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5
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