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第 1 章 概要
Web サービスについて、以下に説明します。
v インターネットなどのネットワークを介してパブリッシュされ、利用可能なアプ
リケーション。
v このアプリケーションへのアクセスを可能にする最近の広く利用されているプロ
トコルおよび規格。
Web サービスは、1 つ以上のオペレーションを公開します。このオペレーション
は、InfoSphere® DataStage® and QualityStage® デザイナーなどの他のアプリケーショ
ンから呼び出す関数です。オペレーションは、要求を受け付け、応答を返します。
例えば、電子株式取引では、アカウントおよびパスワードを送信するとポートフォ
リオ情報を受信できる Web サービスを導入している場合などが挙げられます。
次のダイアグラムでは、Web サービスと InfoSphere DataStage の間のトランザクシ
ョンの流れを示しています。 Web サービスは必要なものを完備したアプリケーシ
ョンで、企業内の他のアプリケーションとのインターフェースになる場合がありま
す。
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Web サービス・テクノロジーについて
Web サービスを呼び出すために必要なプロトコルおよび規格は、次のテクノロジ
ー・スタックで表されます。 各レイヤーのロールは、後続のセクションで説明しま
す。

エンコード要求および応答
Simple Object Access Control (SOAP) は、アプリケーションと Web サービス間で
情報を交換するためのメッセージング・フレームワークです。 SOAP を使用する
と、Web サービス要求および応答は、一般的に使われているテキスト・ベースの規
格である Extensible Markup Language (XML) にエンコードされます。 XML エレ
メントおよび属性は、Web サービスと IBM® InfoSphere DataStage の間で交換され
るデータを識別します。 Web サービスは、XML スキーマを使用して、その交換に
必要となるデータを規定します。

例
要求と応答の例を次に示します。リクエスター・アプリケーションは、会社名とし
て Samples Outdoor Company を使用して Web サービスに照会を行います。 Web
サービスは、アドレス・ブロックを戻します。

サンプル要求
<?xml version="1.0"?>
<Address>
<getAddress>
<name>Samples Outdoor Company</name>
</getAddress>
<Address>

サンプル応答
<xml version="1.0"?>
<Address>
<getAddressResponse>
<number>50</number>
<street>Washington</street>
<city>Westborough</city>
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<state>MA</state>
<zip>01581</zip>
</getAddressResponse>
</Address>

SOAP フレームワークの使用
WWW コンソーシアム (W3C) が公表している SOAP 仕様では、次の項目を説明し
ています。
v SOAP メッセージの構成。要求、応答、および他の情報を含んでいます。
v ストリングおよび整数などの単純なデータ・タイプから、クラスおよび構造体な
どの複雑なデータ・タイプまで、XML などのエンコード・データ・タイプに関
するルール。 SOAP メッセージでは、encodingStyle 属性がエンコード・ルール
を指定する URI を識別します。
v リクエスター・アプリケーションおよび Web サービスからのリモート・プロシ
ージャー・コール (RPC) の呼び出しに関する規則。 Web Services Pack は、Web
サービスとの RPC スタイルおよび文書体裁の通信をサポートしています。
v HTTP および SMTP などのトランスポート・プロトコルへの SOAP のバインデ
ィング

SOAP メッセージ構造
SOAP メッセージは、次の構造を持っています。

SOAP エンベロープは、SOAP メッセージとして従属エレメントを特定するラッパ
ー・エレメントで、ネームスペース宣言を行います。 ネームスペースは、SOAP 本
体内でエレメントの意味体系コンテキストを提供します。
SOAP ヘッダーは、認証情報、ローカリゼーション・サポート、および配信経路な
どのメタデータを含むことができるオプション・エレメントです。
SOAP 本体は、メッセージのペイロードを含んでおり、Web サービス要求または
Web サービス応答のいずれかになります。 この応答が処理中のエラーになる場合
があり、これを SOAP 障害と呼びます。
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SOAP メッセージ内に取り込まれる要求
以下は、SOAP メッセージ内に取り込まれる要求のサンプルです。
<SOAP-ENV:Body> などの主要なエレメントは強調表示されています。
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:auth="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Header>
<auth:Security>
<auth:UsernameToken>
<auth:Username>Smith</auth:Username>
<auth:Password>XMLER</auth:Password>
</auth:UsernameToken>
</auth:Security>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<ns:getAddress xmlns:ns="PhoneNumber">
<name xsi:type="xsd:string"> Samples Outdoor Company </name>
</ns:getAddress>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Web サービス・オペレーションのパブリッシング
Web サービス記述言語 (WSDL) と呼ばれる XML ベースの言語で書かれた文書を
介して、Web サービスは、そのオペレーションおよび位置をパブリッシュします。
WSDL 文書は次を指定します。
v Web サービスが提供するオペレーション。 オペレーションの集合を「ポート・
タイプ」と呼びます。
v IBM InfoSphere DataStage が呼び出す Web サービスの URL。 この情報は、サ
ービス・エレメントで表されます。
v 各オペレーションの Web サービス要求および応答に対する構造。 この構造は、
メッセージと呼ばれます。
v Web サービス・クライアントと Web サービス間の通信のためのトランスポー
ト・プロトコル。 例えば、HTTP 経由の SOAP。 この情報は、バインディング
の一部です。
v RPC などの個別の Web サービスを送信するための仕組み。 これは、バインデ
ィングの別の一部です。

Web サービスへのアクセス
Web サービスをホストし、レジストリーを介してサービスを公開している企業が増
えています。 これらのレジストリーには、Universal Description, Discovery, and
Integration (UDDI) 仕様に準拠しているものがあります。 UDDI 仕様は、Web サー
ビスをホストするビジネスを説明し、ネットワーク接続を介してそのサービスを検
索または発見するための規格を定めています。 通常、UDDI レジストリーには、
WSDL 文書への直接または間接的なリンクを持つウェブ・インターフェースがあり
ます。
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UDDI Business Registry (UBR) は、公開加入者サービスです。 どんな企業でも
UBR に登録し、誰でもこの情報を検索することができます。 専用レジストリー
は、パスワード・アクセスを介してのみ、利用できることがよくあります。 Web
Services Pack を使用して、いくつかの UBR に直接アクセスできるようになりま
す。
UBR データは、次のグループに分けられます。
v ホワイト・ページ。企業の連絡先および一般情報が含まれます。
v イエロー・ページ。製品カテゴリーや North American Industry Classification
System (NAICS) 分類などの分類法が含まれます。
v グリーン・ページ。Web サービスの技術仕様が含まれます。
次のダイアグラムは、IBM InfoSphere DataStage、Web サービス、および Web サー
ビス・レジストリー間の関係を示しています。

Web Services Pack とは?
Web Services Pack を使用して、IBM InfoSphere DataStage サーバー・ジョブ内の
Web サービス・オペレーションにアクセスできます。 Web Services Pack は、プラ
グイン・ステージを含んでおり、InfoSphere DataStage サーバー・ルーチンに機能を
追加しました。

Web Services Transformer ステージ
Web サービス・オペレーションで入力リンクおよび出力リンクを両方とも使用する
必要がある場合、このアクティブ・ステージを使用します。 簡単な気象情報照会の
場合、入力ステージが郵便番号のセットを提供し、出力リンクが対応する気象状況
を順次ファイルに保管します。
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Web Services Client ステージ
オペレーション中に、Web サービスがデータ・ソースまたはデータ・ターゲットの
いずれかとして機能する必要がある場合、このパッシブ・ステージを使用します。
また、単一の Web サービス・オペレーションで入出力リンクの両方が必要でない
場合にも使用します。
簡単な時間照会の場合、Client ステージが単一の東部標準時の値を指定し、出力リ
ンクがそれに相当するグリニッジ標準時の値を保管します。

Web サービス・ルーチン
InfoSphere DataStage サーバー・ルーチンを使用して、Web サービス・オペレーシ
ョンを呼び出し、組み込まれた Transformer ステージ内で応答を使用できます。

サーバー・ジョブの Web サービス・オペレーションの実装
このタスクについて
プラグイン・ステージを使用して、ご使用のサーバー・ジョブの Web サービスを
実装するには、次の主な手順を行います。

手順
1. Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、Web サービスを見つけ
ます。
2. 1 つ以上の Web サービス・オペレーションとそのパラメーターを InfoSphere
DataStage にインポートします。 この手順で、WSDL 情報に基づいた表定義が
作成されます。
3. ご使用のサーバー・キャンバスに適切な Web Services Pack ステージを追加しま
す。
4. 呼び出したい Web サービス・オペレーションを選択します。
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第 2 章 Web サービス・メタデータ・インポーターの使用
Web Services Pack ステージおよび Web サービス・ルーチンから呼び出したい各
Web サービス・オペレーションに対して WSDL 文書からメッセージおよびメタデ
ータをインポートする必要があります。 WSDL 文書は構文解析され、表定義に変
換されます。
WSDL 文書のアクセスおよびインポートを行うには、Web サービス・メタデータ・
インポーターを使用します。

サポートされている規格
次の規格と仕様を Web サービス・メタデータ・インポーターはサポートしていま
す。
v HTTP 越しの SOAP 1.1 バインディング
v リテラルおよび SOAP エンコードされた Web サービス引数
v RPC スタイルおよび文書体裁のオペレーション

非サポートの規格
次の規格と仕様を Web サービス・メタデータ・インポーターはサポートしていま
せん。 プラグイン・ステージでは、これらの規格と仕様を使用している Web サー
ビスにアクセスできます。 ただし、その WSDL 文書から表定義を手動で作成する
必要があります。
v 非 HTTP 転送越しの SOAP 1.1 バインディング
v Web サービス応答内の SOAP 1.1 障害
v SOAP 1.1 リーダー
v SOAP 1.2
v WSDL 文書検索用の Web Services Inspection (WS-Inspection) 文書
v API 呼び出しなどのネイティブ・リソースを経由した UDDI レジストリー・アク
セス

サポートされているファイル
Web サービス・メタデータ・インポーターは、次のファイル・タイプの構文解析を
行うことができます。
v WSDL 文書
v Microsoft ASP.NET Web サービス (ASMX) ファイル
v Web サービス検出 (DISCO) ファイル

ASMX ファイルについて
ASMX ファイルについては、インポーターが HTML の内容を表示し、DISCO ファ
イルに関連付けられた WSDL 文書を検索します。
© Copyright IBM Corp. 2002, 2014
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DISCO ファイルについて
DISCO ファイルについては、インポーターが、「Web ブラウザー」ペインまたは
WSDL 文書の選択元となる DISCO カタログが含まれるポップアップ・ウィンドウ
に DISCO の内容を表示します。

現行の制限
Web サービス・メタデータ・インポーターは、HTTPS 経由、プロキシー経由、ま
たは HTTP 認証が必要な場合に、WSDL、DISCO、または ASMX ファイルにアク
セスできません。このような場合には、通常の Web ブラウザーを使用して、WSDL
ファイルにアクセスし、ご使用のワークステーションへローカルに保存してから、
保存したファイルを Web サービス・メタデータ・インポーターから開いてくださ
い。

Web サービス・メタデータ・インポーターの起動
このタスクについて
Web サービス・メタデータ・インポーターを起動するには、次のようにします。

手順
1. InfoSphere DataStage デザイナーを開きます。
2. 「インポート」 > 「表定義」 > 「Web サービス表定義」と選択します。
「Web サービス・メタデータ・インポーター」が開きます。
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WSDL 文書へのアクセス
Web サービスによって、直接または ASMX や DISCO ファイルを介して、WSDL
にアクセスします。

WSDL 文書への直接アクセス
このタスクについて
次のいずれかの手順を行います。
v アドレス・フィールドに WSDL 文書の URL を入力します。
v XMethods などの Web サービス・ディレクトリー・リンクを介して WSDL 文書
を検索します。
v ご使用のファイル・システムまたはネットワークにある WSDL 文書を開きま
す。
「Web ブラウザー」ペインに WSDL 文書が開きます。
ローカルまたはネットワーク・ファイルのオープン:
第 2 章 Web サービス・メタデータ・インポーターの使用
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手順

1. 「

」アイコンをクリックします。

「ローカルまたは UNC ファイルを開く」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. WSDL 文書を見つけます。
3. 「開く」をクリックします。

DISCO ファイルを介した WSDL 文書へのアクセス
このタスクについて
DISCO ファイルを介して WSDL 文書にアクセスするには、次のようにします。

手順
1. 次のいずれかの手順を行います。
v アドレス・フィールドに DISCO ファイルの URL を入力します。
v XMethods などの Web サービス・ディレクトリー・リンクを介して DISCO
ファイルを検索します。
インポーターが、「Web ブラウザー」ペインに DISCO ファイルの内容、お
よび「ASP.Net ディスカバリー」ダイアログ・ボックスに DISCO カタログを
表示します。
2. 構文解析したい WSDL 文書を持つ Web サービスをダブルクリックします。
WSDL 文書自体、またはその文書へのリンクを含む HTML ページが、「Web
ブラウザー」ペインに開きます。「Web サービス・エクスプローラー」ペイン
には、Web サービス・ポートおよびオペレーションのツリー・ビューが含まれ
ます。
3. HTML ページが開いたら、WSDL 文書へのリンクをクリックします。

ASMX ファイルを介した WSDL 文書へのアクセス
このタスクについて
次のいずれかの手順を行います。
v アドレス・フィールドに ASMX ファイルの URL を入力します。
v XMethods などの Web サービス・ディレクトリー・リンクを介して ASMX ファ
イルを検索します。
v ご使用のファイル・システムまたはネットワークに常駐する ASMX ファイルを
開きます。
インポーターが、「Web ブラウザー」ペインに Web サービスの簡単な説明、およ
び「Web サービス・エクスプローラー」ペインに WSDL エレメントを表示しま
す。
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Web サービス・エクスプローラー・ペインの理解
「Web ブラウザー」ペインでインポーターが WSDL 文書を検出すると、「Web
サービス・エクスプローラー」ペインに、いくつかの WSDL エレメントのツリ
ー・ビューが表示されます。
注: このペインでは、<binding_name> など、すべての WSDL エレメントは表示さ
れません。

ポート・タイプ
ポート・タイプ (SQL Terms and DefinitionsSoap) は、Web サービスが提供するオ
ペレーションのコレクションを識別します。 ポート・タイプは、メタデータとして
プロパティー表定義にインポートされます。

入出力メッセージ
入力メッセージ (GetTermsSoapIn) は、SOAP メッセージとして Web サービスへの
要求をエンコードします。 出力メッセージ (GetTermsSoapOut) は、Web サービス
応答をエンコードします。 両方のメッセージは、表定義としてインポートされま
す。

Web サービス・オペレーションのインポート
インポート中に、Web サービス・オペレーションの入出力メッセージおよび関連メ
タデータは、IBM InfoSphere DataStage 表定義の列へマッピングされます。 単一ス
テップで、複数のオペレーションをインポートできます。
表定義を作成するには、以下の 2 つの方法のうちどちらかを選びます。
v Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、自動的にメタデータをマ
ッピングし、表定義の保存を行う。 ほとんどのインポートには、このアプローチ
が適切です。
v XML メタデータ・インポーターを使用して、自動マッピングを調整し、表定義
を保存する。 拡張が必要な場合は、このアプローチが適切です。

自動インポート・プロセスの使用
このタスクについて
自動的にメタデータをマッピングし、表定義を保存するには、次のようにします。

手順
1. 「Web サービス・エクスプローラー」ペインで、1 つ以上のオペレーションを
強調表示します。
2. 選択したオペレーションを右クリックし、「インポート」を選択します。
「インポート進行状況」ダイアログ・ボックスが開きます。 各入出力メッセー
ジは、それぞれのタスクに対応します。
3. インポートされたメッセージのリストを確認するには、「詳細」をクリックしま
す。

第 2 章 Web サービス・メタデータ・インポーターの使用
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メッセージにエラーがある場合には、「状況」列にエラーが表示されます。 エ
ラーについて詳しくは、「インポート・エラーの表示」を参照してください。
4. 「閉じる」をクリックして、インポートを完了します。
InfoSphere DataStage リポジトリー・ブラウザーで、Web サービス名は表定義カ
テゴリーとして使用されます。
Table Definitions¥WebServices¥service_name

インポート・エラーの表示
このタスクについて
インポート・エラーは、欠陥のある WSDL 文書の構文解析に問題があることを示
すことがよくあります。
「エラー」ペインから、次のことができます。
v エラーのクリップボードへのコピー。
v トレース情報へのアクセス。
v XML メタデータ・インポーターを使ったエラーの診断。
エラーを表示するには、「エラー」ペインの「エラー」タブをクリックします。
エラーのクリップボードへのコピー:
このタスクについて
エラー・メッセージを Windows クリップボードにコピーするには、メッセージを
右クリックして、「コピー」を選択します。
トレース情報へのアクセス:
このタスクについて
トレース情報にアクセスするには、メッセージを右クリックして、「詳細」を選択
します。
XML メタデータ・インポーターへのアクセス:
このタスクについて
XML メタデータ・インポーターにアクセスするには、メッセージを右クリックし
て、「XML メタデータ・インポーター」を選択します。

XML メタデータ・インポーターの使用
このタスクについて
XML メタデータ・インポーターを使用して、一度に 1 つのオペレーションを処理
します。 入力メッセージ、その後に出力メッセージについての決定を行います。
オペレーションをインポートする手順を次に示します。

手順
1. 「Web サービス・エクスプローラー」ペインでオペレーションを右クリックし
ます。
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2. ポップアップ・メニューから、「XML メタデータ・インポーターを使用してイ
ンポート」を選択します。
入力メッセージの 1 つ以上のノードが左上ペインで選択された状態で、「XML
メタデータ・インポーター」が開きます。
3. 必要に応じて、その選択を修正します。
4. 完了したら、「ファイル」 > 「保存」を選択します。
5. 「ファイル」 > 「Web サービス・メタデータ・インポーターに戻る」を選択し
ます。
出力メッセージの 1 つ以上のノードが選択された状態で、「XML メタデー
タ・インポーター」が再度開きます。
6. 必要に応じて、その選択を修正します。
7. 完了したら、「ファイル」 > 「保存」を選択します。
8. 「Web サービス・メタデータ・インポーター」に戻るには、「ファイル」 >
「Web サービス・メタデータ・インポーターに戻る」を選択します。

Web Service 表定義の理解
インポート中に作成される表定義は、IBM InfoSphere DataStage を介してアクセス
できる次の 2 つのグループに分けられます。
v 編集または名前の変更ができないメタデータ
v 編集または名前の変更ができないマッパー情報

メタデータの表定義
次の表定義に対して修正または名前の変更を行わないでください。
表定義

目次

Info_WS

Web サービス・メタデータ。次のプロパティ
ーを含みます。
v Web サービスの名前
v オペレーション・リスト
v 使用されるプロトコルのポート・アドレス
(バインディング)
v ポート名
v Web サービス URL

operation name_OP

オペレーション・メタデータ。次のプロパテ
ィーを含みます。
v URI などの SOAP アクション
v 文書などの SOAP バインディング・スタ
イル

第 2 章 Web サービス・メタデータ・インポーターの使用
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表定義

目次

operation name_MSGIN

入力メッセージ・メタデータ。次のプロパテ
ィーを含みます。
v 本体使用属性: リテラルまたはエンコード
v エンコード・スタイル (直列化形式)
v 名前
v ネーム・スペース

operation name_MSGOUT

出力メッセージ・メタデータ。
v 本体使用属性: リテラルまたはエンコード
v エンコード・スタイル (直列化形式)
v 名前
v ネーム・スペース

マッパー表定義
ステージに自動的にこれらの表定義をロードさせたい場合には、表定義の名前の変
更は行わないでください。
表定義

目次

operation_IN

Web サービス・オペレーション用の入力パラ
メーター。このパラメーターは、要求中に
Web サービスに送信されます。

operation_OUT

InfoSphere DataStage に Web サービスが応
答として送信する出力パラメーター。

Web サービス・メタデータ・インポーターのホーム・ページの変更
インポーターを起動すると、「Web ブラウザー」ペインに、ファイル
defaultpage.htm が開きます。 このファイルは、InfoSphere DataStage デザイナ
ー・クライアント・ディレクトリーにあります。 このファイル defaultpage.htm
を編集することで、ホーム・ページを変更できます。
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第 3 章 Web Services Transformer ステージの使用
Web Services Transformer ステージを使用して、以下を行います。
v 入力リンクからのパラメーター値を使用して、Web サービス・オペレーションに
要求を送信する。
v 出力リンクに Web サービス応答を送信する。
v 失敗した要求に対してリジェクト・リンクを定義する。
Web サービス・オペレーション用に定義されたメタデータを使用して、Web
Services Transformer ステージは、SOAP メッセージとして要求をエンコードし、
SOAP メッセージからの応答をデコードします。 あるいは、デコードのためにウェ
ブ応答を他のステージに送信することができます。
以下のセクションで、Web Services Transformer ステージのセットアップに必要な概
念とタスクについて説明します。このタスクは、すべての Web サービス・オペレ
ーションに必要な項目、および特定の要件に関連する項目に分けられます。

Web Services Transformer ステージでの必須タスク
次のダイアグラムは、Web Services Transformer ステージのセットアップに必須とな
る最低限のタスクを示しています。

© Copyright IBM Corp. 2002, 2014
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Web サービスのインポート
Web サービス・オペレーションを使用するための最初の手順は、Web サービスのイ
ンポートです。 詳しくは、「Web サービス・メタデータ・インポーターの使用」
を参照してください。

Web サービス・オペレーションの選択
Web Services Transformer ステージは、単一オペレーションを呼び出します。 オペ
レーションを選択するには、Web サービス・ブラウザーを使用します。これには、
「ステージ・プロパティー」タブを介してアクセスします。
Web サービス・オペレーションの選択について詳しくは、「ステージ・プロパティ
ーのセットアップ」を参照してください。

Web サービス要求の構成
Web Services Transformer ステージは、1 回につき 1 行のリクエストを Web サー
ビスに送信します。このリクエストは、SOAP メッセージにエンコードされていま
す。 要求に必要なデータが 1 行に保管されている場合、Web Services Transformer
ステージおよび適切なデータ抽出ステージを使用して、要求を構成します。 これに
は入力メッセージ表定義から、入力リンク・プロパティーとしてオペレーション・
メタデータのインポートが伴います。
最も簡単なケースでは、Web サービス・オペレーションはオペレーションへの入力
として単一のパラメーター値を要求し、入力されたデータには単一値を伴った複数
行が含まれます。 各行は、個別の要求で処理されます。
例えば、要求で都市の名前を送信すると、Web サービス・オペレーションは現在の
気温を戻します。 次のダイアグラムでは、同一の Web サービス・オペレーション
に対して、異なる要求を行う値 (都市名) を与える 3 つの入力行を示しています。

これらの要求の構成について詳しくは、「入力リンク・プロパティーのセットアッ
プ」を参照してください。

入力値の配列処理
このタスクについて
Web サービスが 1 つの要求で値の配列を待機する場合、これらの値は複数のデー
タ行に配布され、XML Output などの他のステージを使用して値をアグリゲートし
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ます。 最終出力は、Web サービス WSDL に準拠した XML 文書である必要があ
ります。 この XML 文書は、Web サービスに対して送信される SOAP メッセージ
のソースになります。
次のダイアグラムは、同一の要求に対して値を提供する 3 つの入力行を示していま
す。

例: コンピューター売上総計:
このタスクについて
Web サービス・オペレーションが、特定の顧客に対する製品 ID 毎の売上総計を計
算します。 次の 2 つのデータ・セットがあるとします。
v Web サービス要求で指定する製品 ID および数量。
v Web サービスがアクセスするデータベースで、検索される単価。
入力例を次に示します。
製品 ID

数量

カスタマー ID

Z100

2

0444

Z142

15

0634

Z555

1

0646

Z432

35

0444

このオペレーションに対して、次の項目が必要になります。
手順
1. カスタマー ID に基づき生データをフィルターします (例: customer 0444)。 適
切なデータベース・ステージを使用してレコードをフィルターしてください。
2. XML 文書として結果セットに複数行をアグリゲートします。 それには、XML
Output プラグイン・ステージを使用します。
3. Web Services Transformer ステージで、XML 文書を含む列を特定します。
タスクの結果
これらの要求の構成について詳しくは、「入力リンク・プロパティーのセットアッ
プ」を参照してください。

第 3 章 Web Services Transformer ステージの使用
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Web サービス応答の構成
Web サービスは、Web Services Transformer ステージが XPath 式を使用して 1 つ
の出力行の列にデコードできる SOAP メッセージを戻します。

このオプションを構成するには、出力メッセージ表定義からパラメーターおよびネ
ームスペース・データをインポートする出力リンク・プロパティーを作成します。
1 つの行に応答をデコードする代わりの手段として、次を行うことができます。
v リンク・ステージとして XML Input ステージを使用して、複数行に SOAP メッ
セージをデコードする。
v リンク・ステージとして XML Transformer ステージを使用して、他の XML 形
式に内容を変換する。
v リンク・ステージに変更を行わずに SOAP メッセージを使用する。
v 適切なステージを使用してデータ形式変更を実行する。
Web サービス応答の構成について詳しくは、「出力リンク・プロパティーのセット
アップ」を参照してください。

その他のタスク
このセクションでは、すべての Web サービス・オペレーションで必要なわけでは
なく、一部のサーバー・ジョブで必須になる場合があるタスクについて説明しま
す。

SOAP ヘッダーの使用
リクエスター・アプリケーションと情報を交換するために、Web サービスが SOAP
ヘッダーを使用する場合があります。 サーバー・ジョブ内で入力列が入力ヘッダ
ー・エレメントを提供します。これは実行時に <SOAP-ENV:Header> ブロックを生成
します。 ご使用のサーバー・ジョブで使用したい出力ヘッダーを Web サービスが
戻す場合、出力列にそれを取り出すことができます。
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例
XYZ Web サービスでは、入力ヘッダーにユーザー ID およびパスワードを指定する
ようになっていて、出力ヘッダーとしてセッション ID を戻します。 入力ヘッダー
を指定する必要があります。 出力ヘッダーを取り出すことができます (オプショ
ン)。
DEF Web サービスは、入力引数にユーザー ID およびパスワードを指定するように
なっていますが、セッション情報を戻しません。 SOAP ヘッダーは必要になりませ
ん。
SOAP ヘッダー要件について詳しくは、Web サービス WSDL を確認してくださ
い。
入力ヘッダーのセットアップについては、「入力ヘッダー・プロパティーのセット
アップ」を参照してください。
出力ヘッダーの抽出については、「出力ヘッダー・プロパティーのセットアップ」
を参照してください。

HTTP および HTTPS セキュリティーのセットアップ
Web サービスをホストする HTTP サーバーが、基本 HTTP 認証を使用している場
合、Web サービス要求と共にユーザー ID およびパスワードを指定する必要があり
ます。
HTTP サーバーが HTTPS 接続を使用している場合、サーバーを認証する 2 つの選
択肢があります。
v 無条件にサーバーを信頼する。
v サーバーの公開鍵証明書がローカルのキー・ストア・ファイルに保管されている
場合、そのサーバーを信頼する。
証明情報およびポリシーのセットアップについて詳しくは、「セキュリティー・プ
ロパティーのセットアップ」を参照してください。

プロキシー・サーバー情報のセットアップ
プロキシー・サーバーを介して Web サービス要求を受け渡す必要がある場合、そ
のサーバーおよびポートを識別しなければなりません。 また、ユーザー ID および
パスワードの指定が必要になることがあります。
プロキシー・サーバー情報のセットアップについて詳しくは、「HTTP および
HTTPS プロキシー・プロパティーのセットアップ」を参照してください。

入力リンクから出力リンクへのデータの引き渡し
出力リンクは、入力リンクから出力リンクに変更を行わずにデータをコピーするパ
ススルー・メカニズムをサポートしています。 このメカニズムは、Web サービ
ス・オペレーションに関係のない列を使用して機能します。 出力リンクおよび入力
リンクの両方に指定されている列名の範囲から完全に一致するものが必要となりま
す。

第 3 章 Web Services Transformer ステージの使用
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例えば、入力表の列から出力表にコメントをコピーできます。 そのコメント列が
Web サービス要求の一部ではなく、入出力リンクに含まれている場合、そのコメン
トの値は自動的にコピーされます。 このパススルー・メカニズムを使用不可に設定
することができます。
注: ストリング列がパススルー列の場合、対応する出力リンク列はストリング列と
して定義されている必要があります (ustring 列として定義することはできませ
ん)。
入力リンク列データを出力リンク列データに自動的にコピーするために、
WSTransformer ステージには伝搬列があります。
パススルー・メカニズムを使用不可にする方法について詳しくは、「出力リンク・
プロパティーのセットアップ」を参照してください。

SOAP 障害の処理
SOAP 障害には、Web サービスが返すエラー・メッセージが含まれます。 Web
Services Transformer ステージは、SOAP 障害の構文解析は行いません。 ただし、
SOAP 障害をログに記録できます。 次の表では、処理オプションについて説明しま
す。
処理オプション

結果

リジェクト

リジェクト・リンクが 1 つでもあれば、リ
ジェクト行はリジェクト・リンクに送信され
ます。 リジェクト・リンクがない場合、行
は無視され、SOAP 障害を含んだ警告メッセ
ージがログに記録されます。
「リジェクト応答のログを使用不可にする」
オプションを選択して、警告メッセージのロ
グ記録を使用不可にできます。

致命的

SOAP 障害が返されると、Web サービス・
オペレーションは終了します。

警告

警告として SOAP 障害がログに記録されま
す。

情報

情報メッセージとして SOAP 障害がログに
記録されます。

トレース

サーバー・ジョブを実行する前にトレースを
アクティブにしている場合のみ、SOAP 障害
がログに記録されます。 InfoSphere
DataStage ディレクターでトレースをアクテ
ィブにしてください。
SOAP 障害の処理をセットアップするには、
「ステージ・プロパティーのセットアップ」
を参照してください。
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サービス要求に対するタイムアウト係数のセットアップ
タイムアウト係数を使用して、Web サービス要求の最大の処理時間を指定できま
す。デフォルトで、Web Services Transformer ステージに制限は指定されていませ
ん。 ただし、Web サービスが制限を設定している場合があります。
タイムアウト係数を設定するには、「ステージ・プロパティーのセットアップ」を
参照してください。

リジェクト・リンクの定義
次を受信するリジェクト・リンクをセットアップできます。
v 入力行。Web サービスおよびその他の列に送信されるデータを含みます。
v SOAP 障害
Web サービスが SOAP 障害を戻した時のみ、リジェクト・リンクはデータを受信
します。 リジェクト・リンクのセットアップについては、「出力リンク・プロパテ
ィーのセットアップ」を参照してください。

Web サービス要求情報の保守
Web サービス・ブラウザーの使用に代わる手段として、Web サービス情報を手動で
入力できます。 また、Web サービス・ブラウザーを使用した後に、この情報を修
正できます。
Web サービスへのアクセスに影響を及ぼすことなく、Web サービス名 (サービス
名) などの一定数のパラメーターを編集できます。 ただし、ポート・アドレス (ポ
ート・アドレス) や SOAP アクション (SOAP アクション) などの多くのパラメー
ターを変更すると、異なる要求を送信する、または異なる Web サービスにアクセ
スすることになります。
WSDL エレメント / URL

Web サービス情報ラベル

ガイド・ライン

<service name>

サービス名

説明

<operation name>

オペレーション名

アクセスに影響する

<address location>

ポート・アドレス

アクセスに影響する

<port name>

ポート名

説明

(WSDL URL)

WSDL アドレス

説明

<operation soapAction>

SOAP アクション

アクセスに影響する

<binding transport=...
style=>

オペレーション・スタイル

アクセスに影響する

xmlns

入力メッセージ・ネームスペ
ース

アクセスに影響する

Web サービス要求情報の編集について詳しくは、「ステージ・プロパティーのセッ
トアップ」を参照してください。
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サーバー・ジョブへのステージの接続
このタスクについて
InfoSphere DataStage デザイナーを使用して、Web Services Transformer ステージを
サーバー・ジョブ・ダイアグラムに追加します。

手順
1. 「パレット」ペインの「リアルタイム」カテゴリーから、Web Services
Transformer ステージ・アイコンをキャンバスにドラッグします。
2. 「リンク」アイコンをクリックし、ダイアグラムの 2 つのステージを接続しま
す。
3. 必要に応じて、手順 2 を繰り返します。

ステージ・プロパティーのセットアップ
ステージ・プロパティーは、次の 4 つのページに分割されています。
v 全般
v オプション
v セキュリティー
v プロキシー

全般プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「全般」ページを使用して、次の項目を行います。
v Web サービス・オペレーションを選択します。
v Web サービス情報を編集します。
v オペレーションの全般説明を追加します。

Web サービス・オペレーションの選択
手順
1. 「Web Services Transformer ステージ」ダイアログ・ボックスで、「全般」タ
ブをクリックします。
2. 「Web サービス・オペレーション選択」をクリックします。
「Web サービス・ブラウザー」ウィンドウが開きます。
3. 「Web サービス」ペインで、サービス名を強調表示します。
Web サービスがリストされない場合には、インポートする必要があります。 詳
しくは、 23 ページの『Web サービス・メタデータ・インポーターの起動』 を
参照してください。
4. 「オペレーション」ペインで、Web Services Transformer ステージで使用するオ
ペレーションを強調表示します。
5. 「情報」ペインにある「この項目を選択」リンクをクリックします。
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「Web Services Transformer ステージ」ダイアログ・ボックスが再表示されま
す。 Web サービス名および選択したオペレーション名が「全般」ページに表示
されます。

インポートされたメタデータへのアクセス
手順
1. 「全般」ページで、「詳細」をクリックします。
「Web サービス情報」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「Web サービス要求情報の保守」で説明しているガイドラインを使用して、必
要に応じて値を修正します。
3. 「OK」をクリックして値を保存し、「全般」ページに戻ります。

Web サービス・オペレーションの全般説明の追加
このタスクについて
「説明」ボックスに、Web サービス・オペレーションについての説明を入力します
(オプション)。

Web サービス・メタデータ・インポーターの起動
このタスクについて
オペレーションを選択する Web サービスが「Web サービス」ペインにリストされ
ていない場合、Web サービス・ブラウザーを終了せずに Web サービス・メタデー
タ・インポーターを起動できます。
Web サービス・メタデータ・インポーターを起動するには、「
リックします。

」アイコンをク

オプション・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「オプション」ページを使用して、次の項目を行います。
v SOAP 障害の処理オプションをセットアップします。
v Web サービス応答のタイムアウト制限を設定します。

手順
1. 「オプション」タブをクリックします。 Web サービスが SOAP 障害を返す
と、デフォルトのアクションでは、サーバー・ジョブが終了します。 このアク
ションは、「致命的」オプションに対応します。
2. 必要であれば、「SOAP 障害の処理」で説明しているように、異なるエラー処理
オプションを選択してください。
3. リジェクトされた Web サービス要求について、警告メッセージがジョブ・ログ
に送信されないようにするには、「リジェクト」オプションを選択して、「リジ
ェクト応答のログを使用不可にする」チェック・ボックスを選択してください。
4. ウェブ・オペレーションのタイムアウト係数を設定するには、秒単位で最大値を
入力します。 値がゼロ (0) の場合は、無制限となります。
第 3 章 Web Services Transformer ステージの使用
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注: Web サービスが、設定したタイムアウト係数より短い時間制限を課する場合
があります。

セキュリティー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「セキュリティー」ページを使用して、次の項目を行います。
v Web サービスをホストする HTTP サーバーへの認証用にユーザーおよびパスワ
ード証明情報を追加します。
v HTTPS 接続の信頼基準をセットアップします。

手順
1. 「セキュリティー」タブをクリックします。
2. 基本 HTTP 認証に関しては、「許可の設定」を選択して、正当なユーザー名お
よびパスワード証明情報を入力します。
3. SSL の暗号化に関しては、「SSL 暗号化の設定」を選択します。 その後、次の
ようにします。
v すべての HTTPS サーバーのセキュリティー証明情報を受け入れるには、「す
べてのサーバーを信頼」を選択します。
v keystore ファイルに情報が保管されている HTTPS サーバーのみのセキュリ
ティー証明情報を受け入れるには、ローカルのキー・ストア・ファイルのパス
を入力します。 Web Services Pack は、JavaSoft JDK keytool ユーティリテ
ィーが作成したキー・ストア・ファイルを受け入れます。
HTTP サーバーのアドミニストレーターからサーバー証明書を取得し、
Keytool を使用して keystore ファイルを作成します。 このキー・ストアの
サーバー証明書をインポートします。 追加情報については、JDK ドキュメン
テーションにある keytool ユーティリティーの -import オプションを参照し
てください。

HTTP および HTTPS プロキシー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「プロキシー」ページを使用して、次の項目を行います。
v HTTP または HTTPS プロキシー・サーバーを識別します。
v インターネットへのアクセスに必要な証明情報を識別します。

手順
1. 「プロキシー」タブをクリックします。
2. 「HTTP/HTTPS プロキシーの設定」を選択します。
3. プロキシー・サーバーが要求する場合、ユーザー名およびパスワードを指定しま
す。
4. プロキシーのホスト名または IP アドレスを指定します。
5. プロキシー・サーバーのリスニング・ポートを指定します。
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入力リンク・プロパティーのセットアップ
入力リンク・プロパティーは、次の 4 つのページに分割されています。
v 全般
v 入力メッセージ
v 入力ヘッダー
v 列
入力値は、次の項目のうち 1 つを含む場合があります。
v Web サービス要求の一部となる入力パラメーターの列 (複数可)。
v Web サービス要求を構成する他のステージがエンコードした SOAP メッセージ
を含む列。
入力値には、Web サービスに送信されずに、出力リンクにコピーされる値を持つ列
が含まれることもあります。

全般プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「全般」ページを使用して、入力リンクの説明をレコードします。

手順
1. 必要に応じて、「全般」タブをクリックします。
2. 入力リンクの全般説明を入力します (オプション)。

入力メッセージ・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
入力メッセージ・プロパティーで、Web サービス要求に対する SOAP メッセージ
の内容を定義します。 「入力メッセージ」ページを使用して、次のアクションのう
ち 1 つを実行します。
v Web サービスの WSDL が提供する情報を使用して SOAP メッセージを生成し
ます。
v 「ステージ」プロパティー・ページの「全般」ページで指定した Web サービス
用のネーム・スペース、入力パラメーター、および他の表定義情報をロードしま
す。 Web サービス要求の SOAP メッセージを作成するために、この情報が使用
されます。
v 前のステージが生成する SOAP メッセージを使用します。

Web サービスの WSDL からの SOAP メッセージの生成
このタスクについて
初めに、Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、オペレーションを
インポートします。

手順
1. 「入力メッセージ」タブをクリックします。
第 3 章 Web Services Transformer ステージの使用
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2. ネームスペース情報をロードして、ステージ・プロパティーとしてリストされる
Web サービス・オペレーションにパラメーターを入力するには、「メッセージ
情報のロード」をクリックします。
次の条件のうち 1 つが適用されます。
v Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、Web サービスをイン
ポートした場合、生成された表定義は自動的に選択されロードされます。 既
存の列との競合がある場合には、ウィンドウが開きます。
v Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを
使用しなかった場合には、『入力表定義のロード』を参照してください。

入力表定義のロード
このタスクについて
Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを使用し
なかった場合、「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます。
「ステージ」プロパティー・ページの「全般」タブにリストされるオペレーション
の入力メッセージ (operation_IN) 用の表定義をシステムが強調表示します。
operation_IN 表定義を使用するには、次のようにします。

手順
1. 「表定義」ダイアログ・ボックスで、デフォルトの表定義 (operation_IN) を
「OK」をクリックして、決定します。
「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「OK」をクリックして、列の選択を決定します。 ネームスペース情報が書き込
まれ、選択した入力列が作成されます。

前のステージからの SOAP メッセージの使用
このタスクについて
前のステージが生成した SOAP メッセージを使用するには、次のようにします。

手順
1. 「入力メッセージ」タブをクリックします。
2. 「ユーザー定義メッセージ」チェック・ボックスを選択します。
3. 「ユーザー・メッセージを受け取る列」リストで、前のステージが Web Services
Transformer ステージに指定した SOAP メッセージを含む列を選択します。
注: ユーザー定義メッセージまたはヘッダーを処理するために Web Services
Transformer ステージを構成する場合、メッセージが UTF-8 でエンコードされて
いなければ特に、VarBinary としてメッセージを含む列を定義する必要がありま
す。
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入力ヘッダー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「入力ヘッダー」ページを使用して、Web サービス要求と共に送信される SOAP
ヘッダーを指定する入力リンク列を指定します。

手順
1. 「入力ヘッダー」タブをクリックします。
2. 「ユーザー定義ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
3. 「ユーザー・ヘッダーを受け取る列」リストで、前のステージが Web Services
Transformer ステージに指定した入力ヘッダーを含む列を選択します。
注: ユーザー定義メッセージまたはヘッダーを処理するために WSTransformer
ステージを構成する場合、メッセージが UTF-8 でエンコードされていなければ
特に、VarBinary としてメッセージを含む列を定義する必要があります。

列プロパティーの保守
このタスクについて
「列」ページを使用して、次の項目を行います。
v 入力値の定義を検査します。
v 他の表定義をロードします。 これは高度なタスクです。

手順
1. 「列」タブをクリックします。
Web サービスにより指定された入力パラメーター、またはリンク・ステージか
ら指定された列が、行に表示されます。
「説明」プロパティーには、入力メッセージが構文解析およびマッピングされた
場合のみ、XPath 式が含まれます。
2. 必要に応じて、情報を修正します。 例えば、出力リンクにパススルーされる値
を持つ列を追加できます。

出力リンク・プロパティーのセットアップ
出力リンク・プロパティーは、次の 4 つのページに分割されています。
v 全般
v 出力メッセージ
v 出力ヘッダー
v 列
出力値は、次の項目のうち 1 つを含むことができます。
v ウェブ応答の一部となる出力パラメーター (複数可)。
v ウェブ応答を現状のまま受信するリンク・ステージからの列。
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全般プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「全般」ページを使用して、次の項目を行います。
v 出力リンクの説明を記録します。
v リジェクト・リンクとしての出力リンクおよび SOAP 障害を含む列を識別しま
す。
v 入力リンクから出力リンクへのパススルー・コピーを使用不可にします。

手順
1. 必要に応じて、「全般」タブをクリックします。
2. 出力リンクの全般説明を入力します (オプション)。

出力メッセージ・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「出力メッセージ」ページを使用して、次のアクションのうち 1 つを実行します。
v WSDL 情報を含む表定義からネームスペース情報および出力パラメーターをロー
ドします。 Web Services Transformer ステージは、この情報を使用して、出力行
にウェブ応答をデコードします。
v XML Input ステージまたは Web サービスからデコードせずに応答を受け取る他
のステージの入力リンクで単一列を指定します。

Web サービスからの出力メッセージのデコード
手順
1. 「出力メッセージ」タブをクリックします。
2. 「メッセージ情報のロード」をクリックします。
次の条件のうち 1 つが適用されます。
v Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、Web サービスをイン
ポートした場合、生成された表定義は自動的に選択されロードされます。 既
存の列との競合がある場合には、ウィンドウが開きます。
v Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを
使用しなかった場合には、『出力表定義のロード』を参照してください。

出力表定義のロード
このタスクについて
Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを使用し
なかった場合、「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます。
「ステージ」プロパティー・ページの「全般」タブにリストされるオペレーション
の出力メッセージ (operation_OUT) 用の表定義をシステムが強調表示します。
operation_OUT 表定義を使用するには、次のようにします。
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手順
1. 「表定義」ダイアログ・ボックスで、デフォルトの表定義 (operation_OUT) を
「OK」をクリックして、決定します。
「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「OK」をクリックして、列の選択を決定します。
ネームスペース情報が書き込まれ、選択した出力列が作成されます。

デコードされていない出力メッセージのリターン
このタスクについて
手順
1. 受信ステージの入力リンクで列を定義します。
2. Web Services Transformer ステージの「出力」ページで、「出力メッセージ」タ
ブをクリックします。
3. 「ユーザー定義メッセージ」チェック・ボックスを選択します。
4. 「ユーザー・メッセージを受け取る列」リストで、出力メッセージを受け取るリ
ンク・ステージの列を選択します。これは、手順 1 で定義した列です。
注: ユーザー定義メッセージまたはヘッダーを処理するために、Web Services
Transformer ステージ ステージを構成する場合、メッセージが UTF-8 でエンコ
ードされていなければ特に、VarBinary としてメッセージを含む列を定義する必
要があります。

出力ヘッダー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「出力ヘッダー」ページを使用して、Web サービス応答の中で送信される出力ヘッ
ダーを受け取る出力列を指定します。

手順
1. 「出力ヘッダー」タブをクリックします。
2. 「ユーザー定義ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
3. 「ユーザー・ヘッダーを受け取る列」リストで、出力ヘッダーを受け取る出力列
を選択します。

列プロパティーの保守
このタスクについて
「列」ページを使用して、次の項目を行います。
v 出力値の定義を検査します。
v 他の表定義をロードします。 これは高度なタスクです。
「列」ページは、入力リンクから受け渡される値も含むことができます。
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手順
1. 「列」タブをクリックします。
Web サービス WSDL により指定された出力パラメーター、またはリンク・ステ
ージから指定された列が、行に表示されます。
「説明」プロパティーには、出力メッセージが構文解析およびマッピングされた
場合のみ、XPath 式が含まれます。
2. 必要に応じて、情報を修正します。 例えば、入力リンクから出力リンクに受け
渡される値を持つ列を追加できます。

30

Web Services Pack ガイド

第 4 章 Web Services Client ステージの使用
Web Services Client ステージを使用して、次のような場合に Web サービス・オペ
レーションのセットアップおよび呼び出しを行います。
v オペレーション中に、Web サービスがデータ・ソースまたはデータ・ターゲット
のいずれかとして機能する必要がある場合。
v 単一の Web サービス・オペレーションで入出力リンクの両方が必要でない場
合。
Web サービス・オペレーション用に WSDL 内で定義されたメタデータを使用し
て、Web Services Client ステージは、SOAP メッセージとして要求をエンコード
し、SOAP メッセージからの応答をデコードします。

データ・ソースとしての Web サービスの使用
Web サービスがデータ・ソースになっている場合、応答は、Web Services Client ス
テージに戻り、出力リンクに送信されます。

Web サービスがデータ・ソースの場合、入力引数は、Web Services Client ステージ
で作成される定数またはジョブ・パラメーターです。

例
データ・ソースとして Web サービスを使用する場合の例を次に示します。
v 送り状を処理するためビジネス・パートナーから発注書を入手する。
v 小売から製品リストおよび価格変更を受け取る。
v 株式売買手数料から毎日の株価と比率を利用する。
v 人事管理システムから従業員の記録を入手する。

© Copyright IBM Corp. 2002, 2014
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データ・ターゲットとしての Web サービスの使用
Web サービスがデータ・ターゲットになっている場合、通常、応答は肯定応答で、
Web Services Client ステージに戻ります。応答をログに記録できますが、出力リン
クに送信することはできません。 応答を出力リンクに送信する必要がある場合、
Web Services Transformer ステージを使用します。

例
データ・ターゲットとして Web サービスを使用する場合の例を次に示します。
v バックアップ・サーバーからデータのリストアをトリガーする。
v パーツ・レベルをジャストインタイム在庫管理モジュールに送る。
v 小売からベンダーに耐久消費財の発注を送信する。
v 法人営業に毎月の売上データを送信する。

Web Services Client ステージの構成入門
Web サービスを呼び出すサーバー・ジョブのセットアップは、呼び出された Web
サービスがデータ・ターゲットであるか、またはデータ・ソースであるかにより、
部分的に異なります。 例えば、Web サービスがデータ・ターゲットになっている
場合、出力リンクがある Web Services Client ステージの構成は行いません。 一
方、Web サービスがデータ・ソースになっている場合は、出力リンクおよび出力ス
テージが必要となります。
次のセクションでは、必須およびオプション・カテゴリーでの概念とタスクを説明
します。 Web サービスのロールによる構成上の違いを説明します。各セクション
で、Web Services Client ステージを構成する手順を説明します。
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Web Services Client ステージでの必須タスク
次のダイアグラムは、Web Services Client ステージのセットアップに必須となる最
低限のタスクを示しています。

Web サービスのインポート
Web サービス・オペレーションを使用するための最初の手順は、Web サービスのイ
ンポートです。 詳しくは、「Web サービス・メタデータ・インポーターの使用」
を参照してください。

Web サービス・オペレーションの選択
Web Service Client ステージは、単一オペレーションを呼び出します。 オペレーシ
ョンを選択するには、Web サービス・ブラウザーを使用します。これには、「ステ
ージ・プロパティー」タブを介してアクセスします。
オペレーションの選択について詳しくは、「全般プロパティーのセットアップ」を
参照してください。

Web サービス要求の構成
このタスクについて
Web Services Client ステージは、1 回につき 1 行のリクエストを Web サービスに
送信します。このリクエストは、SOAP メッセージにエンコードされています。
Web サービス要求を構成するには、Web サービス・オペレーションについてのメタ
データをインポートし、入力パラメーター値を与える必要があります。
第 4 章 Web Services Client ステージの使用
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データ・ソースとしての Web サービス
このタスクについて
必要に応じて、Web Services Client ステージ内で入力パラメーターに、定数または
ジョブ・パラメーターを指定します。
メタデータのインポートおよび入力パラメーターのセットアップについての詳細
は、「入力引数プロパティーのセットアップ」を参照してください。

データ・ターゲットとしての Web サービス
このタスクについて
パラメーター値を提供する入力リンクをセットアップします。
要求に必要なデータが 1 行に保管されている場合、Web Services Client ステージ、
および適切なデータ抽出ステージを必要に応じて使用し、要求を構成します。
Web サービスが 1 つの要求で値の配列を待機する場合、これらの値は複数のデー
タ行に配布され、XML Output などの他のステージを使用して値をアグリゲートし
ます。
次の項目についての詳細参照先:
v データ・シナリオについては、「Web サービス要求の構成」を参照してくださ
い。
v メタデータのインポートおよび入力リンクのセットアップについては、「入力リ
ンク・プロパティーのセットアップ」を参照してください。

Web サービス応答の構成
Web サービス応答の構成は、シナリオによって異なります。

データ・ソースとしての Web サービス
Web サービスは、Web Services Client ステージが XPath 式を使用して 1 つの出力
行の列にデコードできる SOAP メッセージを戻します。 複数行に SOAP メッセー
ジをデコードする必要がある場合、XML Input ステージを使用します。
Web Services Client ステージ内で、出力メッセージのメタデータをインポートし、
ウェブ応答の処理方法を決めてください。
次の項目についての詳細参照先:
v データ・シナリオについては、「Web サービス応答の構成」を参照してくださ
い。
v メタデータのインポート、およびウェブ応答の処理については、「出力リンク・
プロパティーのセットアップ」を参照してください。

データ・ターゲットとしての Web サービス
Web サービス応答をジョブ・ログに送信できます。出力リンクには送信できませ
ん。 ロギングについて 3 つの選択肢があります。
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ロギング・オプション

説明

出力しない

ジョブ・トレースの設定にかかわらず、Web
サービス応答はログに記録されません。 こ
れはデフォルト・オプションです。

トレース

ジョブ・トレースがアクティブの時だけ、
Web サービス応答を含む情報エントリーがロ
グに記録されます。 InfoSphere DataStage デ
ィレクターでトレースをアクティブにしてく
ださい。

情報

ジョブ・トレースの設定にかかわらず、Web
サービス応答を含む情報エントリーがログに
記録されます。

ロギング・オプションの設定について詳しくは、「全般プロパティーの設定」を参
照してください。

オプション・タスク
このセクションでは、オプション・タスクについて説明します。 特定のシナリオに
適用するタスクを説明します。

SOAP ヘッダーの使用
リクエスター・アプリケーションと情報を交換するために、Web サービスが SOAP
ヘッダーを使用する場合があります。 サーバー・ジョブ内で、<SOAP-ENV:Header>
ブロックとして Web サービスに送信される入力ヘッダー・エレメントを指定でき
ます。
ご使用のサーバー・ジョブで使用したい出力ヘッダーを Web サービスが戻す場
合、出力列にそれを取り出すことができます。

例
XYZ Web サービスでは、入力ヘッダーにユーザー ID およびパスワードを指定する
ようになっていて、出力ヘッダーとしてセッション ID を戻します。 入力ヘッダー
を指定する必要があります。 出力ヘッダーを取り出すことができます (オプショ
ン)。
DEF Web サービスは、入力引数にユーザー ID およびパスワードを指定するように
なっていますが、セッション情報を戻しません。 SOAP ヘッダーは必要になりませ
ん。
SOAP ヘッダー要件について詳しくは、Web サービス WSDL を確認してくださ
い。

ヘッダー処理のセットアップ
このタスクについて
入力ヘッダーを指定するには、次のようにします。

第 4 章 Web Services Client ステージの使用
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v Web サービスがデータ・ターゲットになっている場合、「入力ヘッダー・プロパ
ティーのセットアップ」で説明しているように、「入力ヘッダー」ページを使用
します。
v Web サービスがデータ・ソースになっている場合、「入力 SOAP ヘッダーの指
定」で説明しているように、「入力引数」ページを使用します。
出力ヘッダーの抽出については、「出力ヘッダー・プロパティーのセットアップ」
を参照してください。

HTTP および HTTPS セキュリティーのセットアップ
Web サービスをホストする HTTP サーバーが、基本 HTTP 認証を使用している場
合、Web サービス要求と共にユーザー ID およびパスワードを指定する必要があり
ます。
HTTP サーバーが HTTPS 接続を使用している場合、サーバーを認証する 2 つの選
択肢があります。
v 無条件にサーバーを信頼する。
v サーバーの公開鍵証明書がローカルのキー・ストア・ファイルに保管されている
場合、そのサーバーを信頼する。
証明情報およびポリシーのセットアップについて詳しくは、「セキュリティー・プ
ロパティーのセットアップ」を参照してください。

HTTP および HTTPS プロキシー・サーバー情報のセットアップ
プロキシー・サーバーを介して Web サービス要求を受け渡す必要がある場合、そ
のサーバーおよびポートを識別しなければなりません。 また、ユーザー ID および
パスワードの指定が必要になることがあります。
プロキシー・サーバー情報のセットアップについて詳しくは、「HTTP および
HTTPS プロキシー・プロパティーのセットアップ」を参照してください。

タイムアウト係数の使用
タイムアウト係数を使用して、Web サービス要求の最大の処理時間を指定できま
す。デフォルトで、Web Services Client ステージに制限は指定されていません。 た
だし、Web サービスが制限を設定している場合があります。
タイムアウト係数の設定について詳しくは、「オプション・プロパティーのセット
アップ」を参照してください。

Web サービス要求情報の保守
Web サービス・ブラウザーの使用に代わる手段として、Web サービス情報を手動で
入力できます。 また、Web サービス・ブラウザーを使用した後に、この情報を修
正できます。
Web サービスへのアクセスに影響を及ぼすことなく、Web サービス名 (サービス
名) などの一定数のパラメーターを編集できます。 ただし、ポート・アドレス (ポ
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ート・アドレス) や SOAP アクション (SOAP アクション) などの多くのパラメー
ターを変更すると、異なる要求を送信する、または異なる Web サービスにアクセ
スすることになります。
WSDL エレメント / URL

Web サービス情報ラベル

ガイド・ライン

<service name>

サービス名

説明

<operation name>

オペレーション名

アクセスに影響する

<address location>

ポート・アドレス

アクセスに影響する

<port name>

ポート名

説明

(WSDL URL)

WSDL アドレス

説明

<operation soapAction>

SOAP アクション

アクセスに影響する

<binding transport=...
style=>

オペレーション・スタイル

アクセスに影響する

xmlns

入力メッセージ・
ネームスペース

アクセスに影響する

Web サービス要求情報の編集について詳しくは、「全般プロパティーのセットアッ
プ」を参照してください。

SOAP 障害の処理
SOAP 障害には、Web サービスが返すエラー・メッセージが含まれます。 Web
Services Client ステージは、SOAP 障害の構文解析は行いません。 ただし、SOAP
障害をログに記録できます。
次の表では、処理オプションについて説明します。
処理オプション

結果

リジェクト

リジェクト・リンクが 1 つでもあれば、リ
ジェクト行はリジェクト・リンクに送信され
ます。 リジェクト・リンクがない場合、行
は無視され、SOAP 障害を含んだ警告メッセ
ージがログに記録されます。 「リジェクト
応答のログを使用不可にする」オプションを
選択して、警告メッセージのログ記録を使用
不可にできます。

致命的

SOAP 障害が返されると、Web サービス・
オペレーションは終了します。

警告

警告として SOAP 障害がログに記録されま
す。

情報

情報メッセージとして SOAP 障害がログに
記録されます。

トレース

サーバー・ジョブを実行する前にトレースを
アクティブにしている場合のみ、SOAP 障害
がログに記録されます。 InfoSphere
DataStage ディレクターでトレースをアクテ
ィブにしてください。
第 4 章 Web Services Client ステージの使用
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SOAP 障害の処理をセットアップするには、「オプション・プロパティーのセット
アップ」を参照してください。

入力値を与えるための参照リンクの使用
アプリケーション: データ・ソースとして使用される Web サービス。
外部ソースが 1 つ以上の入力パラメーターを Web サービス要求に与える場合、参
照リンクを使用します。パラメーターを Web Services Client ステージ に受け渡す
場合、Transformer ステージなどの組み込まれたステージを使用します。
参照リンクの使用について詳しくは、「参照リンクのセットアップ」を参照してく
ださい。

サーバー・ジョブへのステージの接続
このタスクについて
InfoSphere DataStage デザイナーを使用して、Web Services Client ステージをサーバ
ー・ジョブ・ダイアグラムに追加します。

手順
1. 「パレット」ペインの「リアルタイム」カテゴリーから、Web Services Client ス
テージ・アイコンをキャンバスにドラッグします。
2. Web サービスがデータ・ソースか、データ・ターゲットかによって、他のステ
ージに接続します。
Web サービスがデータ・ソースになっている場合、次の手順のうち 1 つを実行
します。
v ストリーム・リンクを持つ出力ステージを使用する。
v 参照リンクを持つ Transformer ステージを使用する。
Web サービスがデータ・ターゲットになっている場合、入力ステージに接続し
ます。

ステージ・プロパティーのセットアップ
ステージ・プロパティーは、次の 4 つのページに分割されています。
v 全般
v オプション
v セキュリティー
v プロキシー
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全般プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「全般」ページを使用して、次の項目を行います。
v Web サービス・オペレーションを選択します。
v Web サービス情報を編集するためのダイアログ・ボックスへアクセスします。
v オペレーションの全般説明を作成します。

Web サービス・オペレーションの選択
手順
1. 「Web Services Client ステージ」ダイアログ・ボックスで、「全般」タブをク
リックします。
2. 「Web サービス・オペレーション選択」をクリックします。
「Web サービス・ブラウザー」ウィンドウが開きます。
3. 「Web サービス」ペインで、サービス名を強調表示します。
Web サービスがリストされない場合には、インポートする必要があります。 詳
しくは、 40 ページの『Web サービス・メタデータ・インポーターの起動』 を
参照してください。
4. 「オペレーション」ペインで、Web Services Client ステージで使用するオペレー
ションを強調表示します。
5. 「情報」ペインにある「この項目を選択」リンクをクリックします。
「Web Services Client ステージ」ダイアログ・ボックスが再表示されます。
Web サービス名および選択したオペレーション名が「全般」ページに表示され
ます。

インポートされたメタデータへのアクセス
手順
1. 「全般」ページで、「詳細」をクリックします。
「Web サービス情報」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「Web サービス要求情報の保守」で説明しているガイドラインを使用して、必
要に応じて値を修正します。
3. 「OK」をクリックして値を保存し、「全般」ページに戻ります。

Web サービス・オペレーションの全般説明の追加
このタスクについて
「説明」ボックスに、Web サービス・オペレーションについての説明を入力します
(オプション)。
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Web サービス・メタデータ・インポーターの起動
このタスクについて
オペレーションを選択する Web サービスが「Web サービス」ペインにリストされ
ていない場合、Web サービス・ブラウザーを終了せずに Web サービス・メタデー
タ・インポーターを起動できます。
Web サービス・メタデータ・インポーターを起動するには、「
リックします。

」アイコンをク

オプション・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「オプション」ページを使用して、次の項目を行います。
v SOAP 障害の処理オプションをセットアップします。
v Web サービス応答のタイムアウト制限を設定します。

手順
1. 「オプション」タブをクリックします。
Web サービスが SOAP 障害を返すと、デフォルトのアクションでは、サーバ
ー・ジョブが終了します。 このアクションは、「致命的」オプションに対応し
ます。
2. 必要であれば、「SOAP 障害の処理」で説明しているように、異なるエラー処理
オプションを選択してください。
3. ウェブ・オペレーションのタイムアウト係数を設定するには、秒単位で最大値を
入力します。
値がゼロ (0) の場合は、無制限となります。 Web サービスが、設定したタイム
アウト係数より短い時間制限を課する場合があります。

セキュリティー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「セキュリティー」ページを使用して、次の項目を行います。
v Web サービスをホストする HTTP サーバーへの認証用にユーザーおよびパスワ
ード証明情報を追加します。
v HTTPS 接続の信頼基準をセットアップします。

手順
1. 「セキュリティー」タブをクリックします。
2. 基本 HTTP 認証に関しては、「許可の設定」を選択して、正当なユーザー名お
よびパスワード証明情報を入力します。
3. SSL の暗号化に関しては、「SSL 暗号化の設定」を選択します。 その後、次の
ようにします。
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v すべての HTTPS サーバーのセキュリティー証明情報を受け入れるには、「す
べてのサーバーを信頼」を選択します。
v keystore ファイルに情報が保管されている HTTPS サーバーのみのセキュリ
ティー証明情報を受け入れるには、ローカルのキー・ストア・ファイルのパス
を入力します。 Web Services Pack は、JavaSoft JDK keytool ユーティリテ
ィーが作成したキー・ストア・ファイルを受け入れます。
HTTP サーバーのアドミニストレーターからサーバー証明書を取得し、
Keytool を使用して keystore ファイルを作成します。 このキー・ストアの
サーバー証明書をインポートします。 追加情報については、JDK ドキュメン
テーションにある keytool ユーティリティーの -import オプションを参照し
てください。

HTTP および HTTPS プロキシー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「プロキシー」ページを使用して、インターネットへのアクセスに必要な HTTP ま
たは HTTPS プロキシー・サーバーおよび証明情報を識別します。

手順
1. 「プロキシー」タブをクリックします。
2. 「HTTP/HTTPS プロキシーの設定」を選択します。
3. プロキシー・サーバーが要求する場合、ユーザー名およびパスワードを指定しま
す。
4. プロキシーのホスト名または IP アドレスを指定します。
5. プロキシー・サーバーのリスニング・ポートを指定します。

入力リンク・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
アプリケーション: データ・ターゲットとして使用される Web サービス。
入力リンク・プロパティーは、次の 4 つのページに分割されています。
v 全般
v 入力メッセージ
v 入力ヘッダー
v 列
入力値は、次の項目のうち 1 つを含むことができます。
v Web サービス要求の一部となる入力パラメーターの列 (複数可)。
v Web サービス要求を構成する他のステージがエンコードした SOAP メッセージ
を含む列。
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全般プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「全般」ページを使用して、次の項目を行います。
v Web サービス応答のログ記録についての判断を行います。
v 入力リンクの説明を記録します。

手順
1. 必要に応じて、「全般」タブをクリックします。
2. 「レスポンスをログ」オプションを使用して、ウェブ応答のロギング・オプショ
ンを選択します。 これらのオプションについては、「データ・ターゲットとし
ての Web サービス」を参照してください。
3. 入力リンクの全般説明を入力します (オプション)。

入力メッセージ・プロパティーのセットアップ
入力メッセージ・プロパティーで、Web サービス要求に対する SOAP メッセージ
の内容を定義します。 次の 2 とおりの方法で SOAP メッセージを指定できます。
v Web サービス WSDL が提供する情報を使用して、このステージ内で SOAP メ
ッセージを生成します。
v 前のステージが生成する SOAP メッセージを使用します。
注: どちらの場合でも、入力ステージが入力値を提供します。

Web サービスの WSDL からの SOAP メッセージの生成
手順
1. 「入力メッセージ」タブをクリックします。
2. ネームスペース情報をロードして、ステージ・プロパティーとしてリストされる
Web サービス・オペレーションにパラメーターを入力するには、「メッセージ
情報のロード」をクリックします。
次の条件のうち 1 つが適用されます。
v Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、Web サービスをイン
ポートした場合、生成された表定義は自動的に選択されロードされます。 既
存の列との競合がある場合には、ウィンドウが開きます。
v Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを
使用しなかった場合には、『入力表定義のロード』を参照してください。
入力表定義のロード:
このタスクについて
Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを使用し
なかった場合、「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます。
「ステージ」プロパティー・ページの「全般」タブにリストされるオペレーション
の入力メッセージ (operation_IN) 用の表定義をシステムが強調表示します。
operation_IN 表定義を使用するには、次のようにします。
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手順
1. デフォルトの表定義 (operation_IN) 選択を、「OK」をクリックして、決定しま
す。
「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「OK」をクリックして、列の選択を決定します。
ネームスペース情報が書き込まれ、選択した入力列が作成されます。

前のステージからの SOAP メッセージの使用
このタスクについて
前のステージが生成した SOAP メッセージを使用するには、次のようにします。

手順
1. 「入力メッセージ」タブをクリックします。
2. 「ユーザー定義メッセージ」チェック・ボックスを選択します。
3. 「ユーザー・メッセージを受け取る列」リストで、他のステージが Client ステ
ージに指定したアグリゲートされた XML を含む列を選択します。
注: ユーザー定義メッセージまたはヘッダーを処理するために、Web Services
Client ステージまたはWeb Services Transformer ステージを構成する場合、メッ
セージが UTF-8 でエンコードされていないければ特に、VarBinary としてメッ
セージを含む列を定義する必要があります。

入力ヘッダー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「入力ヘッダー」ページを使用して、Web サービス要求と共に送信される SOAP
ヘッダーを指定する入力リンク列を指定します。

手順
1. 「入力ヘッダー」タブをクリックします。
2. 「ユーザー定義ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
3. 「ユーザー・ヘッダーを受け取る列」リストで、前のステージが Web Services
Client ステージに指定した入力ヘッダーを含む列を選択します。
注: ユーザー定義メッセージまたはヘッダーを処理するために、Web Services
Client ステージを構成する場合、メッセージが UTF-8 でエンコードされていな
ければ特に、VarBinary としてメッセージを含む列を定義する必要があります。

列プロパティーの保守
このタスクについて
「列」ページを使用して、次の項目を行います。
v 入力値の定義を検査します。
v 他の表定義をロードします。 これは高度なタスクです。
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手順
1. 「列」タブをクリックします。
Web サービスにより指定された入力パラメーター、またはリンク・ステージか
ら指定された列が、行に表示されます。
2. 必要に応じて、情報を修正します。

出力リンク・プロパティーのセットアップ
アプリケーション: データ・ソースとして使用される Web サービス。
出力リンク・プロパティーは、次の 5 つのページに分割されています。
v 全般
v 入力引数
v 出力メッセージ
v 出力ヘッダー
v 列
出力値は、次の項目のうち 1 つを含むことができます。
v ウェブ応答の一部となる出力パラメーター (複数可)。
v ウェブ応答を現状のまま受信するリンク・ステージからの列。

全般プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「全般」ページを使用して、出力リンクの説明をレコードします。

手順
1. 必要に応じて、「全般」タブをクリックします。
2. 出力リンクの全般説明を入力します (オプション)。

入力引数プロパティーのセットアップ
「入力引数」ページを使用して、出力リンクがストリーム・リンクの場合、または
出力リンクが参照リンクの場合の 2 つのシナリオで、入力引数をセットアップしま
す。

ストリーム・リンク・オプション
v 「ステージ」プロパティー・ページの「全般」ページで指定した Web サービス
用のネーム・スペース、入力パラメーター、および他の表定義情報をロードしま
す。 Web サービス要求の SOAP メッセージを作成するために、この情報が使用
されます。
v 入力パラメーター用の定数またはジョブ・パラメーター (#param#) を指定しま
す。

参照リンク・オプション
v どちらの入力引数が参照リンクにより与えられるかを指定します。
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ストリームおよび参照リンクの共通オプション
v 入力 SOAP ヘッダー・エレメントを指定します。

ストリーム・リンクのセットアップ
入力引数のセットアップ:
手順
1. 「入力引数」タブをクリックします。
次の条件のうち 1 つが適用されます。
v Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、Web サービスをイン
ポートした場合、生成された表定義は自動的に選択されロードされます。 既
存の列との競合がある場合には、ウィンドウが開きます。
v Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを
使用しなかった場合には、『表定義のロード』を参照してください。
2. 「値」プロパティーを使用して、定数またはジョブ・パラメーター (#param#) を
指定します。
表定義のロード:
このタスクについて
Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを使用し
なかった場合、「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます。
「ステージ」プロパティー・ページの「全般」タブにリストされるオペレーション
の入力メッセージ (operation_IN) 用の表定義をシステムが強調表示します。
operation_IN 表定義を使用するには、次のようにします。
手順
1. デフォルトの表定義 (operation_IN) 選択を、「OK」をクリックして、決定しま
す。
「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「OK」をクリックして、列の選択を決定します。
ネームスペース情報が書き込まれ、選択した入力列が作成されます。

参照リンクのセットアップ
このタスクについて
参照リンクで入力引数をセットアップするには、次のようにします。

手順
1. 「入力引数」タブをクリックします。
参照リンク上の列が入力値を与えることを示す間はずっと、プロパティーはルッ
クアップを含みます。
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2. ネームスペース情報をロードして、ステージ・プロパティーとしてリストされる
Web サービス・オペレーションにパラメーターを入力するには、「引数情報を
ロード」をクリックします。
「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます。 「ステージ」プロパティー・ペ
ージの「全般」タブにリストされるオペレーションの入力メッセージ
(operation_IN) 用の表定義をシステムが強調表示します。
注: Web サービス・メタデータ・インポーターを使用しなかった場合、入力メッ
セージ用の表定義は強調表示されません。
3. デフォルトの表定義 (operation_IN) 選択を、「OK」をクリックして、決定しま
す。
「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
4. 「OK」をクリックして、列の選択を決定します。
ネームスペース情報が書き込まれ、選択した入力列が作成されます。
5. 参照リンクによって与えられた値を持つ入力列を見つけます。
6. 「値」セルで、値を与える参照リンク上の列の名前を指定します。
7. 対応した「ルックアップ」チェック・ボックスを選択します。

入力 SOAP ヘッダーの提供
このタスクについて
アプリケーション: ストリームまたは参照リンクのどちらかである出力リンク。
入力 SOAP ヘッダーを提供するには、次のようにします。

手順
1. 「入力引数」タブをクリックします。
2. グリッドで、「リクエスト値の挿入」を右クリックし、選択します。
行が追加されます。
3. 名前列に、ヘッダーなどの意味のある説明を入力します。 この説明は、Web サ
ービスには渡されません。
4. 「値」列に次の値からいずれか 1 つを入力します。
v 入力ヘッダー・エレメントで構成される XML チャンク
v XML チャンクを提供するジョブ・パラメーター (#param#)
5. 「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
6. マッピング列をブランクにします。
サーバー・ジョブが実行されると、Web Services Pack が SOAP ヘッダー・ブロ
ックを生成します。 例:
<soapenv:Envelope...>
<soapenv:Header>
<user>WSUser</user>
</soapenv:Header>
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<soapenv:Body>
...
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

出力メッセージ・プロパティーのセットアップ
「出力メッセージ」ページを使用して、次のアクションのうち 1 つを実行します。
v WSDL 情報を含む表定義からネームスペース情報および出力パラメーターをロー
ドします。 Web Services Client ステージは、この情報を使用して出力メッセー
ジを作成します。
v Web サービスから応答を受け取る出力リンク上の列を指定します。
Web Services Client ステージに出力メッセージの構文解析を行わせて、その出力パ
ラメーターを InfoSphere DataStage の列にマッピングさせたい場合、 Web サービ
スからのメッセージ情報のロードを参照してください。
Web Services Client ステージに出力メッセージを現状のまま、単一列に受け渡しさ
せたい場合、「デコードされていない出力メッセージのリターン」を参照してくだ
さい。

Web サービスからのメッセージ情報のロード
このタスクについて
Web サービスからメッセージ情報をロードするには、次のようにします。

手順
1. 「出力メッセージ」タブをクリックします。
2. 「メッセージ情報のロード」をクリックします。
次の条件のうち 1 つが適用されます。
v Web サービス・メタデータ・インポーターを使用して、Web サービスをイン
ポートした場合、生成された表定義は自動的に選択されロードされます。 既
存の列との競合がある場合には、ウィンドウが開きます。
v Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを
使用しなかった場合には、表定義のロードを参照してください。
表定義のロード:
このタスクについて
Web サービスのインポートに Web サービス・メタデータ・インポーターを使用し
なかった場合、「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます。
「ステージ」プロパティー・ページの「全般」タブにリストされるオペレーション
の出力メッセージ (operation_OUT) 用の表定義をシステムが強調表示します。
operation_OUT 表定義をロードするには、次のようにします。
手順
1. デフォルトの表定義 (operation_OUT) 選択を、「OK」をクリックして、決定し
ます。
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「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「OK」をクリックして、列の選択を決定します。
ネームスペース情報が書き込まれ、選択した出力列が作成されます。

デコードされていない出力メッセージのリターン
このタスクについて
デコードしないで出力メッセージをリターンするには、次のようにします。

手順
1. 受信ステージの入力リンクで列を定義します。
2. Web Services Client ステージの「出力」ページで、「出力メッセージ」タブをク
リックします。
3. 「ユーザー定義メッセージ」チェック・ボックスを選択します。
4. 「ユーザー・メッセージを受け取る列」リストで、出力メッセージを受け取るリ
ンク・ステージの列を選択します。
注: ユーザー定義メッセージまたはヘッダーを処理するために、Web Services
Client ステージまたはWeb Services Transformer ステージを構成する場合、メッ
セージが UTF-8 でエンコードされていないければ特に、VarBinary としてメッ
セージを含む列を定義する必要があります。

出力ヘッダー・プロパティーのセットアップ
このタスクについて
「出力ヘッダー」ページを使用して、Web サービス応答の中で送信される出力ヘッ
ダーを受け取る出力列を指定します。

手順
1. 「出力ヘッダー」タブをクリックします。
2. 「ユーザー定義ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
3. 「ユーザー・ヘッダーを受け取る列」リストで、出力ヘッダーを受け取る出力列
を選択します。

列プロパティーの保守
このタスクについて
「列」ページを使用して、次の項目を行います。
v 出力値の定義を検査します。
v 他の表定義をロードします。 これは高度なタスクです。

手順
1. 「列」タブをクリックします。
行には、次の値のうち 1 つが含まれます。
v 出力メッセージからのパラメーター。「説明」列に XPath 式が伴います。
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v 出力メッセージを受信するリンク・ステージからの列の名前。
2. 必要に応じて、情報を修正します。
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第 5 章 Web サービス・ルーチンの作成
IBM InfoSphere DataStage サーバー・ルーチンは、Web サービス・オペレーション
を呼び出せます。 これらの Web サービス・ルーチンは、変換処理関数として機能
します。この関数は、組み込まれた Transformer ステージで使用できます。

入力引数について
少なくとも 1 つの入力パラメーターを必要とするオペレーションを呼び出すことが
できます。 Web サービスの入力パラメーターは、IBM InfoSphere DataStage ルー
チンの入力引数に次のようにマッピングします。
v 現状のままのアトミック値。
v 複雑なデータ構造体はフラット化されます。 例えば、ストリングや浮動マップを
含む整数および構造体は、整数、ストリング、浮動小数の 3 つの入力引数にマッ
ピングします。

サポートされない入力処理
ルーチンは、次の項目を受け付けません。
v その他のステージでエンコードされた SOAP メッセージ
v 配列
v プロキシー・サーバー
v SOAP ヘッダー
v 基本 HTTP 認証
v HTTPS 通信

戻り値について
ゼロまたは多くの出力パラメーターを戻す Web サービスを呼び出すことができま
す。
Web サービス応答は、IBM InfoSphere DataStage ルーチンの戻り値に次のようにマ
ッピングします。
v 現状のままのアトミック値。
v 複雑なデータ構造体はフラット化され、InfoSphere DataStage の動的配列にマッピ
ングされます。

サポートされない出力処理
ルーチンは、次をサポートしていません。
v 他のステージへのデコードを伴わない応答 SOAP メッセージの受け渡し。 ルー
チンが応答をデコードします。
v 配列

© Copyright IBM Corp. 2002, 2014
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Web サービス・ルーチンでの必須タスク
次のダイアグラムは、Web サービス・ルーチンを生成するのに必要なタスクを説明
しています。

Web サービスのインポート
Web サービス・オペレーションを使用するための最初の手順は、Web サービスのイ
ンポートです。 詳しくは、「Web サービス・メタデータ・インポーターの使用」
を参照してください。

Web サービス・オペレーションの選択
このタスクについて
Web サービス・ルーチンは、単一オペレーションを呼び出します。オペレーション
を選択するには、Web サービス・ブラウザーを使用します。これには、InfoSphere
DataStage デザイナーを介してアクセスします。

手順
1. デザイナー・クライアントを開きます。
2. 「インポート」 > 「Web サービス機能定義」と選択します。
「Web サービス・メタデータ・リポジトリー・ブラウザー」が開きます。
3. オペレーションを選択します。 オペレーションの選択について詳しくは、「全
般プロパティーのセットアップ」を参照してください。
リポジトリー・ブラウザーで、Web サービス名は InfoSphere DataStage ルーチ
ン・カテゴリーとして使用されます。
Routines¥WebServices¥service_name

右側のウィンドウで、ルーチンの名前を形成するためにピリオド (.) を使用し
て、Web サービス名にオペレーション名が追加されます。
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タスクの結果
オペレーションまたは Web サービス名に、スペースなどのルーチン名でサポート
されていない文字が含まれていた場合、ダイアログ・ボックスが開き、有効なルー
チン名を入力することができます。

Web サービス・ルーチンの検査
このセクションでは、「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボックスに表示される
Web サービス情報を探索します。

「全般」ページについて
「全般」ページには、次の情報が含まれます。
v ルーチン名 (オペレーション名。Web サービス名に追加されます。)
v Web サービス・エンドポイント URL (簡略説明)
v WSDL が提供するオペレーションのドキュメンテーション (詳細説明)

「引数」ページについて
「引数」ページには、オペレーション用の入力パラメーターがリストされます。

「コード」ページについて
「コード」ページは、ルーチンの UNIBASIC コードを表示します。 このコードに
は、SOAP メッセージのマッピング、Web サービスの呼び出し、およびエラー処理
のためのロジックが含まれています。

「従属性」ページについて
「従属性」ページには、次の情報が含まれます。
v ルーチンの名前 (名前)。
v 従属関係のタイプ。常時、Web サービスです (タイプ)。
v Web サービス URL (位置)。

Web サービス・ルーチンのテスト
このタスクについて
各入力パラメーターに単一値を与えることで、ルーチンをテストできます。

手順
1. 「コード」ページで。「テスト」をクリックします。
「テスト・ルーチン」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 各入力パラメーターに対して値を入力します。
3. 「実行」をクリックして、ルーチンを実行します。
Web サービス応答の最初の行が、「テスト・ルーチン」ダイアログ・ボックス
の結果列に開きます。
4. 全応答にアクセスするには、「結果」項目をダブルクリックします。

第 5 章 Web サービス・ルーチンの作成
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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. 2002, 2014
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付録 B. 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 1. 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。

© Copyright IBM Corp. 2002, 2014
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付録 C. 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 D. 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. 2002, 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 2. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証

特記事項および商標
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表 2. 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。

特記事項および商標
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

「全般」ページ
サーバー・ルーチン 53
出力リンク・プロパティー

53
53

「サーバー・ルーチン」ダイアログ・ボッ
クス

Transformer ステージを参照
暗号化、SSL 24, 40

実行ボタン

イエロー・ページ (UDDI カテゴリー)
インポート
Web サービス 16, 33, 52
Web サービス・オペレーション

5

12

クス 11
エラー、インポート
コピー 12
トレース情報へのアクセス 12
表示 12
XML メタデータ・インポーターへの
12

エンコード 7
お客様サポート
連絡先 57

［カ行］
グリーン・ページ (UDDI カテゴリー) 5
現状のままの出力メッセージの受け渡し
47
「コード」ページ
サーバー・ルーチン 53
公開レジストリー 5
構成
Web Services Client ステージ 32

53
53

© Copyright IBM Corp. 2002, 2014

39

Web Services Transformer ステージ
22
入力リンク・プロパティー

38

53

Web Services Client ステージ 42
Web Services Transformer ステージ

「従属性」ページ

25

出力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ 48
Web Services Transformer ステージ
29
出力メッセージ、識別 11
「出力メッセージ」ページ
出力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ 47
Web Services Transformer ステージ
28
出力メッセージの構文解析

「オプション」ページ
ステージ・プロパティー
Web Services Client ステージ 40
Web Services Transformer ステージ
23
オペレーション
Web サービス・オペレーションを参照
1

44

28
ステージ・プロパティー
Web Services Client ステージ

サーバー・ルーチン 53
「出力ヘッダー」ページ

「インポート進行状況」ダイアログ・ボッ

［サ行］

4

57

参照リンク
入力値を与える

5

Web Services Client ステージ

Web Services Transformer ステージ

53

お客様

アクティブ・ステージ、Web Services

サーバー・ルーチン
「コード」ページ
「従属性」ページ

「全般」ページ
「引数」ページ

サービス (WSDL エレメント)
サポート

［ア行］

アクセス

サーバー・ルーチン (続き)

47

出力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ 44, 49
Web Services Transformer ステージ
27, 30
「詳細」ボタン 23, 39
詳細ボタン 11
商標
リスト 63
スタック 2
ステージ・プロパティー
Web Services Client ステージ 38, 41
Web Services Transformer ステージ
22
ストリーム・リンク 45
製品資料
アクセス 59
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 55
セキュリティー
HTTP 19, 24, 36, 40
HTTPS 19, 36
セキュリティー・ページ
ステージ・プロパティー
Web Services Client ステージ 40
Web Services Transformer ステージ
24

専用レジストリー 5
ソフトウェア・サービス
連絡先 57

［タ行］
ダイアログ・ボックス
インポート進行状況

11

サーバー・ルーチン 53
テスト・ルーチン 53
表定義 26, 42, 45, 46, 47
列の選択 26, 29, 43, 45, 46, 48
ローカルまたは UNC ファイルを開く
10
Web Services Client ステージ 39
Web Services Transformer ステージ
22, 23
Web サービス情報 23, 39
タイムアウト係数 20, 21, 36, 40
単一オペレーションの処理 12
テクノロジー・スタック 2
「テスト」ボタン 53
「テスト・ルーチン」ダイアログ・ボック
ス 53
「閉じる」ボタン 12
特記事項 63
トランスポート・プロトコル、バインディ
ング 3

［ナ行］
入力値
参照リンクにより与えられる 38
入力から出力へのデータのパススルー
入力引数
Web サービス・ルーチンで 51

19

69

出力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ

実行
44

「入力ヘッダー」ページ
Web Services Client ステージ 43
Web Services Transformer ステージ
入力メッセージ
インポート 7

46

ASMX ファイル

ホワイト・ページ (UDDI カテゴリー)
42

Web Services Transformer ステージ
25
入力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ

41, 44

［ハ行］
6

サーバー・ルーチン 53
「引数情報をロード」ボタン
表定義

46

7, 11

マッパー 14
メタデータ 13
「表定義」ダイアログ・ボックス 26, 42,
45, 46, 47
表定義の作成 11
「開く」ボタン 10
「プロキシー」ページ
ステージ・プロパティー
Web Services Client ステージ 41
Web Services Transformer ステージ
24
プロキシー・サーバー 19, 36
プロパティー
Web Services Client ステージ 38, 49
Web Services Transformer ステージ
22, 30
文書体裁 7
ヘッダー
SOAP 18, 35
ポート・タイプ
表示 11
WSDL エレメントとしての 4
ホーム・ページ、Web サービス・メタデ
ータ・インポーター 14

Web Services Pack ガイド

ASMX ファイルを参照

7

5

［マ行］

DISCO ファイル
制限 8
を介した WSDL へのアクセス

14

メタデータ
表示 23, 39
表定義

encodingStyle 属性

4

3

H

メッセージ情報
デコードなしのロード 29
メッセージ情報のリターン

HTTP セキュリティー 19, 24, 36, 40
HTTPS セキュリティー 19, 36

デコードされていない 48
メッセージ情報のロード 47
デコードされていない 29

R

「メッセージ情報のロード」ボタン
28, 42, 47
戻り値
アトミック値 51
複雑なデータ構造体 51
Web サービス・ルーチン

9, 10

E

13

マッピング 11
メタデータの表示 23, 39
メタデータのマッピング 11
メッセージ (WSDL エレメント)

バインディング (WSDL エレメント) 4
パッシブ・ステージ、Web Services Client

10

ASP.NET Web サービス・ファイル、

D
マッパー表定義

Web Services Transformer ステージ
25, 27

制限 8
を介した WSDL へのアクセス

26, 28, 42,

Web サービス・オペレーション選択
22, 39

11

Web Services Client ステージ
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A

12

引数情報をロード
開く 10
47

「入力メッセージ」ページ
入力リンク・プロパティー

作成

詳細 11, 23, 39
テスト 53

メッセージ情報のロード

27

ステージを参照
「引数」ページ

53

閉じる

入力リンク・プロパティー

識別

「ローカルまたは UNC ファイルを開
く」ダイアログ・ボックス 10

ボタン

「入力引数」ページ

26,

RPC スタイル

7

S
51

［ラ行］
ラッパー・エレメント、SOAP エンベロ
ープを参照 3
リジェクト・リンク 21
ルーチン、Web サービス・ルーチンを参
照 51
レジストリー、Web サービス 5
「列」ページ
出力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ 48
Web Services Transformer ステージ
29
入力リンク・プロパティー
Web Services Client ステージ 43
Web Services Transformer ステージ
27
「列の選択」ダイアログ・ボックス 26,
29, 43, 45, 46, 48

Simple Object Access Control、SOAP を参
照 2
SOAP
エンベロープ 3
障害 20, 21, 37, 40
定義 2
ヘッダー 3, 18, 35
本体 3
メッセージ
インポート 7
構成 3
前のステージから 26, 43
例 4
HTTP を介した 3
SOAP 障害のログ記録 20
SSL 暗号化 24, 40

U
UBR
データ 5
定義 5

Web サービス

UDDI

インポート

カテゴリー
イエロー・ページ

5

データ・ソースとしての

グリーン・ページ

5

ホワイト・ページ

5

44
データ・ターゲットとしての

説明 4
ディレクトリー

16, 33, 52
31, 34, 38,
32, 34,

38, 41
定義 1
テクノロジー・スタック

5

UDDI Business Registry

プロトコルおよび規格

UBR 参照 5
Universal Description, Discovery, and

SOAP ヘッダー

2
2

18, 35

Web サービス応答、構成 18, 34
Web サービス記述言語、WSDL を参照

Integration、UDDI を参照 4

4

W

Web サービス検出ファイル、DISCO ファ

W3C

イルの参照 7
「Web サービス情報」ダイアログ・ボッ

SOAP 仕様 3
Web Services Client ステージ
構成

クス

32

サーバー・ジョブへの追加 38
出力リンク・プロパティー 44, 49
「出力ヘッダー」ページ 48
「出力メッセージ」ページ
「全般」ページ 44
「入力引数」ページ
「列」ページ 48

ステージ・プロパティー 38, 41
「オプション」ページ 40
セキュリティー・ページ 40
「全般」ページ

タイムアウト係数
入力値の配列処理
変更 36

47

44

「入力ヘッダー」ページ 43
「入力メッセージ」ページ 42
「列」ページ 43
Web Services Client ステージ・ダイアロ
グ・ボックス 39
Web Services Pack、説明 5
Web Services Transformer ステージ
出力リンク・プロパティー 27, 30
「出力ヘッダー」ページ 29
「出力メッセージ」ページ 28
「全般」ページ 28
「列」ページ 29
ステージ・プロパティー 22
「オプション」ページ 23
セキュリティー・ページ 24
「全般」ページ 22
「プロキシー」ページ 24
ダイアログ・ボックス 22, 23
入力リンク・プロパティー 25, 27
「全般」ページ 25
「入力ヘッダー」ページ 27
「入力メッセージ」ページ 25
「列」ページ 27

21, 36
16

Web サービス要求の修正

21

Web サービス・オペレーション
インポート 11, 12
選択 16, 33
単一処理 12
定義 1
Web サービス・ルーチンの選択

39

「プロキシー」ページ 41
入力リンク・プロパティー 41, 44
「全般」ページ 42

23, 39

Web サービス要求 21
構成 16, 33
手動入力 21, 36

52

「Web サービス・オペレーション選択」
ボタン 22, 39
Web サービス・メタデータ・インポータ
ー
起動 23
Web サービス・メタデータ・リポジトリ
ー・ブラウザー 52
Web サービス・ルーチン
オペレーションの選択 52
作成 52
説明 51
テスト 53
WSDL
エレメント 4
制限 8
説明 4
文書
インポート、データの 7
インポート元 9
内容 4
WWW コンソーシアム、W3C を参照 3

X
XML メタデータ・インポーター

12

索引
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