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第 1 章 InfoSphere DataStage パラレル・ジョブ
InfoSphere® DataStage® ジョブは、独立した複数のステージで構成されます。各ステージは特定のプロセス
を示します。プロセスとは、データベースへのアクセスや、何らかの方法によるデータの変換処理を意味し
ます。ここに示すダイアグラムは、最も単純なジョブの一例です。このジョブには、1 つのデータ・ソー
ス、1 つの Transformer (変換) ステージ、最終的なデータベースがあります。
InfoSphere DataStage ジョブは、独立した複数のステージで構成されます。各ステージは特定のプロセスを
示します。プロセスとは、データベースへのアクセスや、何らかの方法によるデータの変換処理を意味しま
す。例えば、あるステージはデータ・ソースからデータを抽出し、別のステージはそのデータを変換処理し
ます。ステージを追加したり、ステージをリンクさせる場合はデザイナーを使用します。
次のダイアグラムは、最も単純なジョブの一例です。このジョブには、1 つのデータ・ソース、1 つの
Transformer (変換) ステージ、最終的なデータベースがあります。ステージ間のリンクは、ステージに入力
または出力されるデータのフローを示します。パラレル・ジョブでは、各ステージが 1 つのプロセスに相
当します。各プロセスの複数のインスタンスを、システムで利用できるプロセッサーで実行するように設定
できます。

データ・
ソース

トランス
フォーマー

データ・
ターゲット

各ステージで必要なデータとその処理方法を指定する必要があります。例えば、ソース・データのすべての
列を使用するのか、一部だけを選択するのか、列の名前を変更するのか、どのような方法で変換するのかな
どです。
これらのステージとリンクを InfoSphere DataStage デザイナーのキャンバスに配置していきます。デザイ
ン時は各ステージが順次処理で実行されるかのように指定します。そうすると、InfoSphere DataStage によ
って、各ステージをプロセスにする方法と実際に実行されるプロセスのインスタンスの数が決定されます。
また、InfoSphere DataStage では、別のジョブ・デザインに取り込むことができる再利用可能なコンポーネ
ントをリポジトリーに保管できます。デザイナーを使用して、そのようなコンポーネントまたはジョブ全体
を他の InfoSphere DataStage プロジェクトからインポートできます。また、データ・ソースやデータ・タ
ーゲットから直接メタデータをインポートできます。
デザイナーを使用してジョブを構成し、必要なメタデータを定義する方法のガイドは、「InfoSphere
DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」にあります。このマニュアルの第 4 章以降では、パラレ
ル・ジョブを開発する際に使用する、個々のステージ・エディターについて説明します。

© Copyright IBM Corp. 2001, 2014
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第 2 章 パラレル・ジョブのデザイン
パラレル・ジョブを使用すると、データ抽出および変換処理アプリケーションのパラレル処理機能を強化で
きます。
この章では、パラレル処理の基本的な概要を示し、InfoSphere DataStage のパラレル・ジョブのデザインに
おける主要な概念について説明します。これまでに InfoSphere DataStage を使用した経験がないユーザー
の場合、最初にIBM® InfoSphere DataStage and QualityStage® デザイナーの概要のトピックをお読みにな
り、デザイナー・クライアント・インターフェースと、ステージやリンクからジョブを構築する方法につい
て理解を深めてください。

パラレル処理
パラレル処理には、パイプラインとパーティション化という 2 つの基本的なタイプがあります。InfoSphere
DataStage では、これらの両方の方式を使用できます。以降のセクションで、データ・ソースからデータを
抽出し、何らかの方法でそのデータを変換処理して、別のデータ・ソースに書き込む簡単なパラレル・ジョ
ブを使用して、これらの方式を例証します。どの場合も、このジョブはデザイナー・キャンバスで同じよう
に表示されますが、異なる方法で動作するように設定できます (図で示します)。

パイプライン並列処理
サンプル・ジョブを 3 つ以上のプロセッサーがあるシステムで実行した場合、データを読み取るステージ
は 1 つのプロセッサーで動作を開始し、読み取ったデータでパイプラインへの入力を始めます。
Transformer ステージは、パイプラインにデータが入力されるとすぐに別のプロセッサーで動作を開始して
データを処理し、別のパイプラインへの入力を始めます。変換処理が終わったデータをターゲット・データ
ベースに書き込むステージは、データが使用可能になるとすぐに動作を開始します。このように、3 つのス
テージはすべて同時に動作します。順次実行している場合には、各ステージの 1 つのインスタンスしか存
在しません。パラレルで実行している場合には、パーティションと同じ数のインスタンスが存在します (次
のセクションを参照してください)。
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パイプライン%&を()した,じジョブの

!

パーティション並列処理
同じ単純なパイプライン並列処理ジョブで、非常に大量のデータを処理するとします。
このシナリオでは、データを複数のセットにパーティション化し、各パーティションを個別のジョブ・ステ
ージのインスタンスで処理することで、パラレル処理の利点を最大限に活用できます。
パーティション並列処理を使用した場合、1 つのジョブを複数のプロセッサーで効率よく同時に実行できま
す。各プロセッサーは、全データのサブセットをそれぞれ別個に処理します。
ジョブの最後には、データ・パーティションを収集して元に戻し、1 つのデータ・ソースに書き込むことが
できます。
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パーティション%&を()したジョブの

!

パイプラインとパーティション並列処理の結合
現実的には、パイプラインとパーティションのパラレル処理を組み合わせて、パフォーマンスをさらに向上
させます。
このシナリオでは、パーティション化されたデータの処理やパイプラインへのデータの入力を行うステージ
が複数あり、前のステージが処理を完了しなくても、次のステージが同じパーティションに対する処理を開
始できます。

パイプラインとパーティション%&を()したジョブの

!

第 2 章 パラレル・ジョブのデザイン

5

データの再パーティション化
状況によっては、ステージ間でデータの再パーティション化が必要な場合があります。データを違う方法で
グループ化する必要がある場合などです。例えば、最初にデータを顧客の姓に基づいて処理したあとに、郵
便番号でグループ化して処理したい場合などです。同じ郵便番号を持つすべての顧客が同じグループになる
ように、再パーティション化が必要になります。
InfoSphere DataStage では、いつでも必要に応じてステージ間のデータの再パーティション化ができます。
(ただし、これを行った場合、パフォーマンスへの影響があり、パーティションのバランスに影響する可能
性があることに注意してください。「IBM WebSphere DataStage パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」を
参照してください。)

データの2パーティション3の

!

InfoSphere DataStage が実際にデータをパーティション化し、再収集する方法について詳しくは、 8 ページ
の『データのパーティション化、再パーティション化、およびコレクティング』を参照してください。

パラレル処理環境
パラレル・ジョブを実行する環境は、システムのアーキテクチャーとハードウェア・リソースによって定義
されます。
すべてのパラレル処理環境は、次のいずれかに分類されます。
v ハードウェア・リソースの一部をプロセッサー間で共有する SMP (対称型マルチプロセッシング)。プロ
セッサーは共有メモリーを使用して通信を行い、1 つのオペレーティング・システムを実行します。
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v 各プロセッサーがハードウェア・リソースに排他的にアクセスする (シェアード・ナッシングとしても知
られる) クラスターまたは MPP (超パラレル処理)。MPP システムは物理的に同一のボックスに収めら
れますが、クラスター・システムでは物理的に分散した構成が可能です。各プロセッサーが独立してオ
ペレーティング・システムを実行し、高速ネットワークを使用して通信を行います。
SMP システムでは、プロセッサーの数を拡大すると、ジョブのパフォーマンスを向上させることができま
す。パフォーマンスがどのくらい向上するかは、ジョブにどのような制約があるかによって異なります。
v CPU 制約ジョブ: このようなジョブでは、メモリー、メモリー・バス、およびディスク入出力で、プロ
セッサーの処理が完了するまでの待機時間が非常に長くなります。CPU 制約アプリケーションを実行す
るプロセッサーの数を増やすと、この待機時間を短縮でき、パフォーマンス全体をスピードアップでき
ます。
v メモリー制約ジョブ: このようなジョブでは、CPU およびディスク入出力で、メモリーまたはメモリ
ー・バスの待機時間が発生します。SMP システムはメモリー・リソースを共有するので、ハードウェア
をアップグレードしないでパフォーマンスを向上させることは困難です。
v ディスク入出力制約ジョブ: このようなジョブでは、CPU、メモリー、およびメモリー・バスで、ディス
ク入出力処理が完了するまでの待機時間が発生します。一部の SMP システムにはディスク入出力のス
ケーラビリティーが備わっており、プロセッサーの数を増やすとスループットが向上します。SMP の入
出力スケーラビリティーに寄与する要因が多数あります。例えば、ディスク・スピンドルの数、RAID
の有無、入出力コントローラーの数などが関係します。
クラスターまたは MPP 環境では、複数のプロセッサーと関連メモリーおよびディスク・リソースを一緒に
使用して、1 つのジョブを処理できます。この環境では、各プロセッサーがそれぞれ専用のメモリー、メモ
リー・バス、ディスク、およびディスク・アクセスを持っています。シェアード・ナッシング環境では、ジ
ョブの並列化によって大抵の場合、CPU 制約、メモリー制約、またはディスク入出力制約アプリケーショ
ンのパフォーマンスを向上させることができます。

構成ファイル
構成ファイルでは、利用できる処理能力が処理ノード数に換算して記述されます。構成ファイルで定義した
ノード数によって、パラレル・ジョブをコンパイルしたときに生成されるプロセスのインスタンス数が決ま
ります。
InfoSphere DataStage の大きな利点の 1 つとして、ジョブのデザイン時に、システムの基礎構造について
ほとんど考慮することなくパラレル処理機能を有効に活用できるということが挙げられます。システムを変
更、アップグレード、または改良する場合、あるいは、ジョブをあるプラットフォーム上で開発し、それを
別のプラットフォーム上に実装する場合、ジョブ・デザインを必ずしも変更する必要がありません。
InfoSphere DataStage は、構成ファイルからシステムの形やサイズを判定できます。構成ファイルの定義内
容に従って、ジョブに必要なリソースが準備されます。システムの変更時には、ジョブではなく、このファ
イルを変更します。
構成ファイルでは、利用できる処理能力が処理ノード数に換算して記述されます。この数は、システムの実
際のプロセッサー数と対応することもあれば、対応しないこともあります。例えば、数台のプロセッサーを
システムの他の処理に充てるために常に空けておく場合などが考えられます。構成ファイルで定義したノー
ド数によって、パラレル・ジョブをコンパイルしたときに生成されるプロセスのインスタンス数が決まりま
す。
MPP、クラスター、または SMP 環境のそれぞれの特性によって、システム全体および個々のプロセッサー
が定義されます。特性には、ノード名やディスク・ストレージ・ロケーションなどの固有の属性が含まれま
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す。例えば、一部のプロセッサーがメインフレームに直接接続して高速データ転送を実行する一方で、別の
ノードがテープ・ドライブにアクセスし、また別のノードが RDBMS アプリケーションの実行を専門に行
うというような場合があります。構成ファイルを使用して、ノード・プールとリソース・プールを設定でき
ます。プールは、関連したノードまたはリソースのグループを定義し、パラレル・ジョブのデザイン時にジ
ョブの実行を特定のプールに限定するように指定できます。
構成ファイルは、InfoSphere DataStage がアプリケーションの実行に使用するすべての処理ノードについて
記述します。パラレル・ジョブの実行時に、InfoSphere DataStage はまず、構成ファイルを読み、利用可能
なシステム・リソースを判断します。
処理ノードの追加または削除や、ノードの再構成でシステムを変更する場合に、パラレル・ジョブは変更も
リコンパイルも必要ありません。構成ファイルを編集するのみです。
構成ファイルによって、開発サイクル中にジョブの並列化を制御することもできます。例えば、最初に 1
つの処理ノードでジョブを実行してから、次に 2 つのノードで実行し、以降は 4 つ、8 つ、となるよう
に、構成ファイルを編集できます。構成ファイルでは、ジョブを実際に変更しないで、システムのパフォー
マンスおよびスケーラビリティーを測定することもできます。
デザイナー・クライアントを使用して構成ファイルを定義、編集できます。

データのパーティション化、再パーティション化、およびコレクティング
データのパーティション化を使用して、ジョブでパラレル処理を実装する方法は既に確認されたとおりで
す。
以下のトピックでは、ジョブ内のデータをパーティション化して、再度それを収集する方法についてさらに
詳しく説明します。

パーティション
最も単純なシナリオでは、データのパーティションについて何も考慮する必要がありません。
データをパーティション化してジョブの実行速度が速くなれば、それで十分です。このような場合は、パー
ティション化の処理を InfoSphere DataStage に任せても、何の問題もありません。データのパーティショ
ン化が必要な場所を指定すると、あとは InfoSphere DataStage によってそのための最適な方式が決定さ
れ、実装されます。
ほとんどのパーティション化処理の目的は、可能な限りサイズが均等なパーティションのセットを生成し、
プロセッサー全体で均一なロードが行われるようにすることです。
しかし、一部の処理の実行では、結果の整合性を保証するためにパーティションを制御する必要がありま
す。典型的な例の 1 つとして、Aggregator ステージを使用してデータを要約する場合があります。正しい
(必要な) 答えを得るには、パーティションで集計処理が実行される前に、関連のデータが同一パーティシ
ョンにグループ化されるようにする必要があります。InfoSphere DataStage では、ユーザーがそのような処
理を制御できます。
使用可能なパーティション方式は多数ありますが、以下の説明ではすべて、処理の先頭で扱うデータは順次
データであることを前提としています。既にパーティション化されているデータを再パーティション化する
場合は、特定の考慮事項があります。

8

パラレル・ジョブ開発者ガイド

「ラウンドロビン」パーティショナー
最初のレコードを最初の処理ノードに、2 番目のレコードを 2 番目のノードに分配し、以降も順に分配し
ていきます。InfoSphere DataStage は、システム内の最後の処理ノードに達すると、また、最初から始めま
す。この方法は、サイズが異なっている入力データ・セットの各パーティションのサイズを変更する場合に
有用です。「ラウンドロビン」方式では、常にほぼ均一サイズのパーティションが作成されます。この方式
は、InfoSphere DataStage で最初にデータをパーティション化する際に、通常使用されます。

「ラウンドロビン」
パーティショナー

1
5
9
13

1

ノード 1

2
3
4
5

2
6

6

10

7

14

8
9

ノード 2

10
11
12
13
14
15
16

3
7
11
15

ノード 3

<=データ

4
8
12
16

ノード 4
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random パーティショナー
random パーティショナーでは、レコードは、すべての処理ノードに対してランダムに分散されます。「ラ
ンダム」パーティションは「ラウンドロビン」同様、入力データ・セットの各パーティションを平均化し直
して、各処理ノードがほぼ同じサイズのパーティションを受け取るようにします。「ランダム」パーティシ
ョンの場合は、「ラウンドロビン」よりもわずかにオーバーヘッドが大きくなります。各レコードの乱数を
計算するのに必要な処理が追加されるためです。

random パーティショナー

2
5
15
14

1

ノード 1

2
3
4
5

9
6

6

10

7

13

8
9

ノード 2

10
11
12
13
14
15
16

1
7
11
3

ノード 3

<=データ

8
4
12
16

ノード 4
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「同一」パーティショナー
データ・セットを入力として使用するステージは、再パーティション化は行わず、直前のステージによって
出力されたパーティションを入力として受け取ります。
このパーティション方式の場合、レコードは同じ処理ノードに保持され、再配分されません。「同じ」パー
ティション方式は、処理が最も速いパーティション方式です。これは、通常、InfoSphere DataStage が、ジ
ョブ内のステージ間でデータを受け渡す場合に使用する方式です。

1

1

5

5

9

9

13

13

ノード 1

ノード 1

2

2

6

6

10

10

14

14

ノード 2

ノード 2

3

3

7

7

11

11

15

15

ノード 3

ノード 3

4

4

8

8

12

12

16

16

ノード 4

ノード 4
「,>」
パーティショナー
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「全体」パーティショナー
各処理ノードのステージの個々のインスタンスが、完全なデータ・セットを入力として受け取ります。
これはパラレル実行の利点を活用するには有用ですが、オペレーターのインスタンスがそれぞれ入力デー
タ・セット全体にアクセスする必要があります。このパーティション方式は、入力からルックアップ・テー
ブルを作成するステージでよく使用されます。

「?@」
パーティショナー

1
2
3
4
5

ノード 1

1
2
3
1
2
3

4
5

ノード 2

4
5

1
2
3
4
5

ノード 3
<=データ
1
2
3
4
5

ノード 4
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「ハッシュ」パーティショナー
パーティション化は、各レコードの 1 つ以上の列の関数 (ハッシュ・パーティション・キー) に基づいて
行われます。「ハッシュ」パーティショナーは、各入力レコードの 1 つ以上のフィールド (ハッシュ・キ
ー・フィールド) を調べます。すべてのハッシュ・キー・フィールドについて同じ値を持つレコードは同じ
処理ノードに割り当てられます。
この方式は、関連レコードを確実に同じパーティションに格納する場合に便利です。そのことが処理操作の
前提条件になる場合もあります。例えば、重複削除処理の場合、同じパーティション・キー値を持つレコー
ドを同じノードに配置するようにレコードをハッシュ・パーティション化できます。次に、ハッシュ・キ
ー・フィールドをソート・キー・フィールドとして使用して、各ノード上のレコードをソートできます。そ
の後、もう一度同じキーを使用して重複を削除します。データはパーティションに分散していますが、「ハ
ッシュ」パーティショナーは必ず同一のキーを持つレコードを同じパーティションに配置するため、重複の
検出が可能になります。
ハッシュ・パーティションでは、パーティション間でデータが均等に分配されるとは限りません。例えば、
郵便番号フィールドに基づいてデータ・セットをハッシュ・パーティション化する場合に、大半のレコード
が 1 種類または 2 種類の同じ郵便番号になっていると、数個のパーティションにほとんどのレコードが含
まれることになります。この動作では、一部のノードで他のノードよりも多くのレコードを処理する必要が
あるため、ボトルネックとなることがあります。
例えば、次のダイアグラムは、age というフィールドをパーティション・キーとして使用してデータ・セッ
トをハッシュ・パーティション化した場合に考えられる結果を示しています。特定の age を持つレコード
は同じパーティションに割り当てられます。例えば、age の値が 36、40、または 22 のレコードはパーテ
ィション 0 に割り当てられています。棒グラフの高さは、各パーティションのレコードの数を表します。
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Age のC

10 54 17

12 18 27
パーティション・
サイズ
(レコードH)

35 5 60
36 40 22

15 44 39

0

1

2

3

N

パーティションAB
図のように、キー値はそれぞれのパーティションにランダムに分散しています。「ハッシュ」パーティショ
ナーによって生じる各パーティションのサイズは、データ・セット内でのレコードのキー値の分布に依存し
ます。そのため、パーティションごとに 3 つのキーを指定しても、パーティションごとのレコードの数に
は大きなばらつきがあります。これは年齢別の人口分布が均一ではないためです。
ハッシュ・パーティションの場合は、多数のパーティションが作成されるようにハッシュ・キーを選択する
必要があります。例えば、郵便番号の頭 2 桁でハッシュを行うと、最大 100 個のパーティションが生成さ
れます。この数はパラレル処理システムにとってはそれほど大きな数ではありません。代わりに、5 桁の郵
便番号によりハッシュを行えば、最大 10,000 個のパーティションを作成できます。また、郵便番号のハッ
シュと age のハッシュ (最大年齢 190 と想定) を組み合わせると、1,500,000 個のパーティションを作成
できます。
はい/いいえ、真/偽、男性/女性など、2 つの値しか想定できないフィールドをハッシュ・キーとして選択す
るのは、特に好ましくありません。
「ハッシュ」パーティショナーの 1 次パーティション・キーを 1 つ定義する必要があります。2 次キー
は、ジョブで必要なだけ定義できます。ただし、各列をキーとして使用できるのは一度だけです。したがっ
て、主キーと 2 次キーの総数は、行の列の総数以下でなければなりません。
ステージ・エディターの「パーティション」タブで、どの列がハッシュ・キーとして機能するかを指定しま
す。パーティション・キーのデータ・タイプは raw、subrecord、tagged aggregate、vector を除く任意のデー
タ・タイプにできます。デフォルトでは、「ハッシュ」パーティショナーは、大/小文字を区別した比較を
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行います。すなわち、パーティション化されたデータ・セット内では大文字のストリングは小文字のストリ
ングの前に出現します。ストリング・フィールドで大/小文字を区別しないパーティション化を実行する場
合、このデフォルトをオーバーライドできます。

modulus パーティショナー
パーティション化は、パーティションの数をモジュロとするキー列に基づいて行われます。この方法は「フ
ィールドでハッシュ」に似ていますが、使用される計算はこちらの方が簡単です。
データ・マイニングでは、データはバケットに配置されることが多くなります。各レコードはバケット番号
を含むタグを持ちます。modulus パーティショナーを使用して、この番号に基づいてレコードをパーティシ
ョン化できます。modulus パーティショナーは、入力データ・セットの各レコードを、入力データ・セット
内の指定されたキー・フィールドで決定される、出力データ・セットのパーティションに割り当てます。こ
のフィールドはタグ・フィールドにできます。
各レコードのパーティション番号は以下のように計算されます。
partition_number = fieldname mod number_of_partitions

ここで、
v fieldname は入力データ・セットの数値フィールドです。
v number_of_partitions はパーティショナーが実行される処理ノードの数です。パーティショナーが 3 つの
処理ノードで実行される場合は、3 つのパーティションが存在します。
この例では、modulus パーティショナーは 10 個のレコードが含まれているデータ・セットをパーティショ
ン化します。4 つの処理ノードがパーティショナーを実行し、modulus パーティショナーは 4 つのパーテ
ィションにデータを分割します。入力データを次に示します。
表 1. 入力データ
列名

SQL タイプ

バケット

Integer

date

Date

「バケット」は、モジュラス演算を行うためのキー・フィールドとして指定されています。
入力データ・セットを次に示します。各行がデータの 1 行を表します。
表 2. 入力データ・セット
バケット

date

64123

1960-03-30

61821

1960-06-27

44919

1961-06-18

22677

1960-09-24

90746

1961-09-15

21870

1960-01-01

87702

1960-12-22

4705

1961-12-13

47330

1961-03-21

88193

1962-03-12
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次の表に、modulus パーティショナーにより 4 個に分割された出力データ・セットを示します。
表 3. 出力データ・セット
パーティション 0

パーティション 1

パーティション 2

パーティション 3

61821 1960-06-27

21870 1960-01-01

64123 1960-03-30

22677 1960-09-24

87702 1960-12-22

44919 1961-06-18

47051961-12-13

47330 1961-03-21

88193 1962-03-12

90746 1961-09-15

次に、3 つのキー・フィールドの値に対して行われる 3 つのモジュラス演算の例を示します。
v 22677 mod 4 = 1: データはパーティション 1 に書き込まれます。
v 47330 mod 4 = 2: データはパーティション 2 に書き込まれます。
v 64123 mod 4 = 3: データはパーティション 3 に書き込まれます。
4 で割り切れるキー・フィールドはないため、パーティション 0 に書き込まれるデータはありません。

range パーティショナー
データ・セットをほぼ同じサイズのパーティションにパーティション化します。各パーティションには、指
定された範囲内のキー列を持つレコードが格納されます。この方式は、関連レコードを確実に同じパーティ
ションに格納したい場合にも有効です。
range パーティショナーは、1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ同じサイ
ズのパーティションに分割します。これはデータ・セットに全ソートを実行する際の前処理としてよく用い
られる方法です。
range パーティショナーを使用するためには、範囲マップを作成する必要があります。これは、Write
Range Map ステージ ( 670 ページの『Write Range Map ステージ』 に説明があります) を使用して行うこ
とができます。
range パーティショナーを使用すると、同じパーティション・キー値をもつすべてのレコードが同じパーテ
ィションに割り当てられ、パーティションがほぼ同じサイズになることが保証されます。その結果、デー
タ・セットの処理時にすべてのノードが同じ量の作業を行います。
次に、範囲パーティションの結果の例を示します。パーティション化は、age キーに基づいて行われてい
て、各パーティションに対する age の範囲は各棒グラフに数字で示されています。棒グラフの高さはパー
ティションのサイズを示しています。
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Age のC

パーティション・
サイズ
(レコードH)

0-2

3-17

18-25

26-44

66-71

パーティション
すべてのパーティションはほぼ同じサイズです。理想的な分配方法は、すべてのパーティションがまったく
同じサイズになることです。
しかし、通常はパーティションのサイズには多少の差が出ます。パーティションのサイズを決めるために、
range パーティショナーは、範囲マップを使用してパーティション境界を算出します。上の例のように、パ
ーティション・キーの分布が均一でないことはよくあります (含まれるパーティション・キーが多いパーテ
ィションと比較的少ないパーティションがあります)。しかし、算出されたパーティション境界を基準にす
れば、各パーティションのレコード数はほぼ同じになります。
均一サイズのパーティションを保証するパーティション方式は、範囲パーティション以外にもあります。
「ランダム」や「ラウンドロビン」などのパーティション方式でも、データ・セットのパーティションが同
じサイズになることが保証されています。ただし、これらのパーティション方式ではキーを使用しないた
め、パーティション内のデータ・セット・レコードのグループ化については制御できません。
範囲パーティションを実行するジョブには、実際に range パーティショナーを使用するステージの他に、
範囲パーティション境界を算出する Write Range Map ステージが必要です。Write Range Map ステージで
は、確率分割技法を使用してデータ・セットを範囲パーティション化します。この技法は、「Query
Processing in Parallel Relational Database Systems」(Lu、Ooi、および Tan 著、IEEE Computer Society
Press 刊、1994 年) 「Parallel Sorting on a Shared- Nothing Architecture Using Probabilistic Splitting」
(DeWitt、Naughton、および Schneider) で説明されています。ステージでパーティション境界を決定するた
めに、範囲パーティション化するデータ・セットのソート済みサンプルをステージに渡す必要があります。
このサンプルから、ステージはデータ・セット全体に対する適切なパーティション境界を決定します。
データを実際にパーティション化する場合、使用する範囲マップを指定します。「パーティション・タイ
プ」フィールドの横にある「プロパティー」アイコンをクリックすると、「パーティション/コレクショ
ン・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示され、範囲マップを指定することができます。

「DB2」パーティショナー
入力データ・セットを、DB2® が行うパーティション化と同じ方法でパーティション化します。
例えば、この方式を使用して、既存の DB2 表の更新情報が入った入力データ・セットをパーティション化
すると、各レコードは対応する DB2 レコードがある処理ノードに割り当てられます。これで、パラレル・
オペレーターの実行時、入力レコードと DB2 表レコードの両方が処理ノードから見てローカルになりま
す。DB2 表の読み取り/書き込みでネットワーク・アクティビティーが発生することはありません。
第 2 章 パラレル・ジョブのデザイン
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DB2 パーティションの詳細については、「DB2 Parallel Edition for AIX, Administration Guide and
Reference」を参照してください。
ステージで DB2 パーティションを使用するには、「パーティション」タブで「パーティション・タイプ」
に「DB2」を選択してから、右横の「プロパティー」ボタンをクリックします。「パーティション/コレク
ション・プロパティー」ダイアログ・ボックスで、パーティションを再現する DB2 表の詳細を指定しま
す。

「自動」パーティショナー
パラレル・ステージにおける最も一般的な方式は「自動」パーティショナーです。
InfoSphere DataStage ステージにおける最も一般的な方式は「自動」です。この設定では、ステージのタイ
プ、およびジョブ内の前のステージの処理内容に応じて、InfoSphere DataStage が最適なパーティション方
式を判定して使用します。一般に、InfoSphere DataStage は、最初にデータを分割するときはラウンドロビ
ンを使用します。これはジョブの中間に位置するステージの場合も同じです。

コレクティング
コレクティングは、単一データ・セットの複数のパーティションを結合して 1 つのパーティションに戻す
プロセスです。
このような処理が必要になる状況はさまざまです。ジョブ内のステージをパラレルではなく順次モードで実
行する場合は、データ・セット全体に確実に処理が実行されるように、パーティション化されたデータをす
べて収集する必要があります。
同様に、ジョブの終わりですべてのデータを単一データベースに書き込む必要がある場合、書き込みを行う
前にデータを収集する必要があります。
データの収集がまったく必要でないケースも考えられます。例えば、各パーティションを個別のフラット・
ファイルに書き込む場合などです。
パーティションの場合と同じく、多くの場合は、DataStage が最良と判断するコレクション方式をそのまま
使用できます。しかし、コレクション方式を明示的に指定したい場合もあります。
コレクション方式は常に一定でないことに注意してください。すなわち、同じジョブを 2 度実行しても同
じ順番でデータが書き込まれるとは限りません。順序が問題になる場合、ソート・マージ・コレクション方
式を使用する必要があります。

「ラウンドロビン」コレクター
最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番に 1 つずつレコードを読
み取っていきます。最後のパーティションに到達すると、最初のパーティションに戻って読み取りを続けま
す。いずれかのパーティションで最後のレコードに到達すると、残りのラウンドではそのパーティションを
スキップします。
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1
2
3

「ラウンドロビン」
コレクター

4

ノード 1

1
5
9

5

13

6

2

7

6

8

10

ノード 2

14
3
7
11

9

15

10

4

11

8

12

ノード 3

12
16

<=データ

13
14
15
16

ノード 4

「順次」コレクター
まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティションからすべての
行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
このコレクション方式によって、全体的にソートされた入力データ・セットの順序を保持できます。全体的
にソートされたデータ・セットでは、各パーティション内のレコードとパーティション自体の並べ替えが済
んでいます。この方式は、ソート済みデータ・セットを 1 つのデータ・ファイルにエクスポートする場合
の前処理として使用できます。
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1

「JK」
コレクター
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ノード 1

1
2
3

5

4

6

5

7

6

8

7
8

ノード 2

9
10
11

9

12

10

13

11

14

12

15

ノード 3

16

<=データ

13
14
15
16

ノード 4

「ソート・マージ」コレクター
レコードの 1 つ以上の列に基づいた順序で、レコードを読み取ります。レコード順を定義するために使用
される列は、コレクション・キーと呼ばれます。
通常、Sort ステージで作成されたパーティション・ソート済みデータ・セットに対して「ソート・マー
ジ」コレクターを使用します。この場合、Sort ステージのソート・キー・フィールドとして指定したフィ
ールドを、コレクション・キー・フィールドに指定します。次の図は、コレクターへの入力データ・セット
の 3 つのパーティションのそれぞれにおける現在のレコードの例を示します。
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パーティション 0

Jane

Smith

42

パーティション 1

Paul

Smith

パーティション 2

34

Mary

Davis

42

Lレコード
この例では、レコードが 3 つのフィールドで構成されています。first-name および last-name フィールドは
ストリングで、age フィールドは整数です。次に、さまざまなコレクション・キーの組み合わせによって、
「ソート・マージ」コレクターが 3 つのレコードを読み取る順番を図示します。
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MみOりJQ:
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Rコレクション・キー
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Jane

Smith
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2 Kコレクション・キー

MみOりJQ:

Rコレクション・キー

1

Jane

Smith

42

2

Paul

Smith

34

3

Mary

Davis

42

2 Kコレクション・キー
「ソート・マージ」コレクターの主コレクション・キーを 1 つ定義する必要があります。2 次コレクショ
ン・キーは、ジョブで必要な数を定義できます。ただし、コレクション・キーとしてそれぞれの列を使用で
きるのは一度のみです。したがって、主コレクション・キーと 2 次コレクション・キーの合計数は、行の
合計列数以下でなければなりません。「パーティション」タブでキーを定義し、最初に定義したキーが、主
キーになります。
コレクション・キーのデータ・タイプは、raw、subrec、tagged、vector 以外であれば任意です。
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デフォルトでは、「ソート・マージ」コレクターは昇順にソートし、大/小文字を区別した比較を行いま
す。昇順では、コレクティング・フィールドの値の小さいレコードから大きいレコードへと順に処理されま
す。降順のソートを指定して、大きな値を持つレコードが先に処理されるようにすることもできます。
大/小文字を区別するアルゴリズムを使用すると、大文字を含むストリングのレコードが小文字を含むスト
リングのレコードよりも先に処理されます。このデフォルトを変更して、ストリング・フィールドの大/小
文字を区別しない比較を行うこともできます。

「自動」コレクター
パラレル・ステージにおける最も一般的な方式は「自動」コレクターです。
パラレル・ステージにおける最も一般的な方式は「自動」です。通常、この設定の場合、InfoSphere
DataStage はいずれかの入力パーティションの行が使用可能になり次第、その行を読み取ります。ただし、
例えば、収集時にそのデータにソートが必要なことを検出した場合はその処理も実行します。これは最も処
理が速いコレクション方式です。

データの再パーティション化
パラレル・ジョブ内のデータを再パーティション化した場合に、いかにしてパーティションのバランスが失
われるかを示します。
パラレル・ジョブ内でデータを再パーティション化する必要がある場合、再パーティション化はデータ・パ
ーティションのバランスに影響を与える可能性があるため、特に注意が必要な事項がいくつかあります。
例えば、4 つの完全にバランスのとれたパーティションで開始し、その後 3 つのパーティションに再パー
ティション化した場合、完全なバランスは失われ、よくても、ほぼバランスのとれた状態にしかなりませ
ん。「ラウンドロビン」方式でも完全にバランスのとれた状態にはなりません。「ラウンドロビン」方式で
は、データ・ソースが順次データ・ソースの場合のみ、完全にバランスのとれたパーティションを作成でき
ます。バランスのとれた状態に再分割できない理由を次に示します。各ノードは、1 つのデータ・セットを
持つ 1 つのプロセッサーであるかのようにパーティション化を実行し、常に最初のターゲット・パーティ
ションに対して書き込みを開始します。このため、4 つのパーティションを 3 つに再パーティション化す
る場合、より多くの行が最初のターゲット・パーティションに書き込まれます。データ・セットが非常に小
さいと影響が大きくなり、データ・セットが大きい場合にはよりバランスのとれたパーティションになる傾
向があります。

第 2 章 パラレル・ジョブのデザイン
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4 つのパーティションから 3 つの
パーティションに2パーティション3
されるデータ

パーティションおよびコレクティングの仕組み
パラレル・ジョブのパーティションおよびコレクティングがどのように表現されるかを示します。
このセクションでは、パラレル・ジョブのパーティションおよびコレクティングがどのように表現されるか
を簡単に説明します。
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パーティション化アイコン
ジョブ内の各パラレル・ステージは、入力データをパーティション化または再パーティション化してから処
理できます。
同様に、入力されたデータのパーティションをそのまま受け入れることもできます。ステージへの入力リン
ク上のアイコンによって、ステージによるパーティション化の処理方法を示します。
ほとんどの場合、一連のパラレル・ステージを DataStage ジョブ内に配置して結合すると、「自動」方式
によってパーティションが決定されます。これは、キャンバス上、「自動パーティション化」アイコンによ
って示されます。

場合によっては、上書きできない固有のパーティション方式がステージに関連付けられていることがありま
す。入力データは、必ずその方式によって編成されてから処理されます。この場合は、入力リンク上のアイ
コンから、ステージがデータを再パーティション化することがわかります。

順次に実行されるステージからパラレルで実行されるステージへのデータ・リンクがある場合、データがパ
ーティション化されることを示す、次のアイコンが表示されます。

既存のデータ・パーティションを受け入れるように指定するには、「同じ」パーティション方式を選択しま
す。これは、入力リンク上の次のアイコンによって示されます。

第 2 章 パラレル・ジョブのデザイン
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パーティション方式はステージ・エディターの「入力」ページの「パーティション」タブで設定します。

パーティションの保持フラグ
ステージは、そのステージで実装したパーティション化がジョブ内の次のステージで保持されるように要求
することもできます。
これは出力リンクの「パーティションの保持」フラグの設定を使用して行います。ただし、この要求が次の
ステージで無視される場合があることに注意してください。
パーティション保持のフラグはデフォルト状態のままにすることをお勧めします。ただし、現在のパーティ
ションを保持することが重要な場合は例外です。フラグによって再パーティション化が阻まれることはあり
ませんが、再パーティション化が発生した場合はジョブの実行時に警告が出されます。「パーティションの
保持」フラグをクリアすると、ジョブ内の次のステージでどのようなパーティション化が行われようと、現
行ステージには関係がないことを意味します。 一部のステージでは、「パーティションの保持」フラグを
「伝搬」に設定できます。この場合、ステージはジョブ内の直前のステージの設定に応じて、出力リンクに
フラグを設定します。直前のジョブにも「伝搬」が設定されている場合は、ジョブ内のそれ以前のステージ
で最後にフラグが「設定」または「クリア」になっているステージの設定に基づきます。ステージに複数の
入力があってフラグが「伝搬」に設定されている場合、入力のいずれかが「設定」であればパーティション
保持のフラグが設定され、すべての入力が「クリア」の場合はクリアされます。

コレクター・アイコン
順次実行されるように設定されたジョブ内のステージは、パーティション化されたデータを収集してから処
理する必要があります。
ステージへの入力リンク上のアイコンによって、ステージがデータを収集することを示します。

データのソート
Sort ステージを使用して、要件に合うように、入力リンクの列をソートします。ソートの仕様は 「ソー
ト」タブで定義します。
パラレル・ジョブで、データをソートする要件が生じる場合があります。InfoSphere DataStage には、Sort
ステージがあり、複雑なソート処理はこれで行うことができます。しかし、処理操作に進む前処理として非
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常に単純なソートが必要な場合があります。このような目的で、InfoSphere DataStage では、ほとんどのタ
イプのステージで入力データのソート処理を挿入することができます。「入力」ページの「パーティショ
ン」タブで、「ソート」オプションを選択してこれを行います。次の項目が指定できます。
v 「ソート・キー」。データのソートに使用するフィールド。主キーを 1 つ指定する必要があります。2
次キーはいくつでも指定できます。最初に定義するキーが主キーとなります。
v 「ステーブル・ソート」。これがデフォルトです。前にソートされたデータ・セットを保持するように
指定します。
v 「ユニーク・ソート」。複数のレコードが同じソート・キー値を持っている場合にレコードを破棄しま
す。
v 「大/小文字の区別」。
v 「ソート順」。EBCDIC でソートする場合 (デフォルトは ASCII)。
NLS を有効にしている場合、使用する照合規則も指定できます。
一部の InfoSphere DataStage の処理では、処理対象データがソートされていることが必要です (例えば、マ
ージ処理など)。そのような場合に、InfoSphere DataStage は、入力データ・セットがソートされていないこ
とを検出すると、明示的に挿入しないと指定されていない限り、自動的にソート処理を挿入して処理を実行
します。

データ・セット
パラレル・ジョブの内部で、データはデータ・セットとして受け渡しされます。データ・セットではデータ
とともに、データ・セットが作成されたときに有効だった構成に関する情報と列定義の両方のメタデータが
送られます。
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブの内部で、データはデータ・セットとして受け渡しされます。デー
タ・セットではデータとともに、データ・セットが作成されたときに有効だった構成に関する情報と列定義
の両方のメタデータが送られます。例えば、使用可能なノードのサブセットに実行が制限されるステージが
ある場合に、すべてのノードを使用するステージによって作成されたデータ・セットが存在すると、
InfoSphere DataStage によって、データの再パーティション化が必要なことが検出されます。
必要な場合は、データ・セットを永続データ・セットとして受け渡しできます。永続データ・セットは
Data Set ステージで表現されます (Data Set ステージを参照してください)。この方法が、リンクされたジ
ョブ間でデータを移動する最も効率的な方法です。永続データ・セットは制御ファイルによってリンクされ
た一連のファイルに保管されます (これらのファイルの操作を試みるときは、RM または MV などの
UNIX ツールは使用しないでください。必ず、InfoSphere DataStage が提供しているツールを使用してくだ
さい)。
注: 各ステージに関する説明にあるサンプルのスクリーン・ショットには、Data Set ステージに接続される
ステージが多く示されています。しかし、Data Set ステージに接続できるステージは、そのようなステー
ジに限定されるわけではありません。

Metadata
メタデータは、ジョブで処理するデータを列定義という形で記述します。列定義によって、データ・レコー
ドを構成する各フィールドが記述されます。メタデータは、表定義またはスキーマ・ファイルを使用して処
理されます。
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メタデータはデータに関する情報です。メタデータは、ジョブで処理するデータを列定義という形で記述し
ます。列定義によって、データ・レコードを構成する各フィールドが記述されます。
InfoSphere DataStage には、メタデータを処理する 2 つの方法があります。表定義またはスキーマ・ファ
イルのいずれかを使用する方法です。デフォルトで、パラレル・ステージは、ステージ・エディターの「出
力」ページまたは「入力」ページの「列」タブで定義された列からメタデータを派生させます。必要に応じ
て、追加のフォーマット設定情報を「出力」ページまたは「入力」ページ・フォーマット」タブで指定しま
す。場合によっては、ステージでスキーマ・ファイルを使用するよう指定できます。そうするには、ステー
ジ・エディターで明示的にプロパティーを設定し、スキーマ・ファイルの名前と場所を指定します。スキー
マ・ファイルを使用する場合、ランタイム列伝搬を必ず有効にする必要があることに注意してください。有
効にしない場合、ステージ・エディターで指定した列定義によって常にスキーマ・ファイルがオーバーライ
ドされます。
どのような場合にフォーマット設定情報を追加する必要があるでしょうか。一般に、何らかのファイルを読
み取る、またはファイルに書き込むにあたって、InfoSphere DataStage にファイル内のデータのフォーマッ
ト設定に関する情報を通知する必要がある場合、そのような情報を追加します。
フォーマット設定情報は行単位で指定できます。この情報がデータ・セット内にあるすべての行の列全体に
適用されます。これは「フォーマット」タブから行います (「フォーマット」タブの説明は、このタブをサ
ポートするステージ・エディターの説明の個所にあります。例えば、Sequential File ステージの場合は、入
力リンクの「フォーマット」タブのページを参照してください)。また、特定の列のフォーマット設定 (こ
れは行のフォーマット設定をオーバーライドします) を各列の「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックス
から指定できます (フィールド・レベルのページを参照してください)。

ランタイム列伝搬
スキーマを部分的に定義し、ジョブの残りでは追加の列を受け入れて伝搬するように指定できます。
InfoSphere DataStage にはメタデータに関する柔軟性も備わっています。メタデータの定義が完全ではない
場合でも対応して、処理できます。スキーマを部分的に定義し、ジョブの実行時にメタデータで定義されて
いない列が現れても、それを受け入れてジョブの残り全部に伝搬するように指定できます。これはランタイ
ム列伝搬 (RCP) として知られています。この機能は、アドミニストレーター・クライアントを使用して、
プロジェクトに対して有効にできます。個別のリンクの設定に関しては、ほとんどのステージでは、「出
力」ページの「列」タブを使用して、また、Transformer ステージの場合は「出力」ページの「全般」タブ
を使用して行います。スキーマ・ファイルを使用して列メタデータを定義したい場合は、ランタイム列伝搬
を必ず有効にしておく必要があります。

表定義
表定義は関連する列定義のセットです。列定義はリポジトリー内に保管されています。
これらの列定義は、必要に応じてステージにロードできます。
デザイナーで、データ・ソースから表定義をインポートできます。デザイナーで新しい表定義を定義した
り、表定義を編集することもできます (「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参
照してください)。必要に応じて、ステージにロードしたあとで個々の列定義を編集できます。
また、ステージ・エディターの「出力」ページまたは「入力」ページの「列」タブで、独自の列定義を初め
から入力することもできます。列定義のセットを入力すると、新規表定義としてリポジトリーに保存し、あ
とで別のジョブ内で再利用できます。
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スキーマ・ファイルと部分スキーマ
ステージに使用するメタデータを、スキーマ・ファイルというプレーン・テキスト・ファイルで指定するこ
ともできます。
このファイルはリポジトリーには保管されません。しかし、例えば、文書管理システムやソース・コード制
御システムに保管したり、またはイントラネット・サイトでパブリッシュしたりすることができます。
スキーマ・ファイルのフォーマットは、スキーマで説明しています。
注: NLS システムでスキーマ・ファイルを使用している場合、スキーマ・ファイルは UTF-8 フォーマッ
トでなければなりません。しかし、InfoSphere DataStage ジョブでは、テキスト・ファイルを 2 つの異な
るマップ間で簡単に変換できます。そのような処理を実行するジョブでは Sequential File ステージを使用
して、「NLS マップ」ページで適切な文字セットを指定し、テキスト・ファイルからデータを読み取りま
す。その後、Sequential File ステージを使用し、「NLS マップ」ページで UTF-8 マップを指定して、別の
ファイルにデータを書き込みます。
一部のパラレル・ジョブ・ステージでは、部分スキーマを使用できます。この場合、実際に処理する列に対
してだけ列定義を定義すれば済みます。部分スキーマもスキーマで説明しています。
スキーマ・ファイルを使用して列メタデータを定義したい場合は、ランタイム列伝搬を有効にする必要があ
ることに注意してください。

データ・タイプ
パラレル・ジョブ列定義には、関連付けられている SQL タイプがあります。このタイプは、ベースとなる
データ・タイプにマッピングされています。ここでは、列定義に設定できる、ベースとなるデータ・タイプ
について要約します。
パラレル・ジョブ列定義には、関連付けられている SQL タイプがあります。このタイプは、ファイルでス
キーマを指定する場合に使用するベースのデータ・タイプにマッピングされます。ベースとなるデータ・タ
イプは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「パラレル」タブで表示できます。ベースとなるデ
ータ・タイプとは、パラレル・ジョブのデータ・セットで認識できるデータ・タイプです。次の表に、列定
義に設定できるベースとなるデータ・タイプを要約します。
表 4. ベースとなるデータ・タイプ
SQL タイプ

ベースとなるデータ・タイ
プ

サイズ

説明

Date

date

4 バイト

月、日、年を持つ日付

Decimal Numeric

decimal

(Roundup(p)+1)/2

IBM パック 10 進数フォー
マットと互換性のあるパッ
ク 10 進数

Float Real

sfloat

4 バイト

IEEE 単精度 (32 ビット)
浮動小数点値

Double

dfloat

8 バイト

IEEE 倍精度 (64 ビット)
浮動小数点値

TinyInt

int8 uint8

1 バイト

符号付きまたは符号なしの
8 ビット Integer (符号なし
の場合は「拡張」で「符号
なし」オプションを選んで
ください)
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表 4. ベースとなるデータ・タイプ (続き)
SQL タイプ

ベースとなるデータ・タイ
プ

サイズ

説明

SmallInt

int16 uint16

2 バイト

符号付きまたは符号なしの
16 ビット Integer (符号なし
の場合は「拡張」で「符号
なし」オプションを選んで
ください)

Integer

int32 uint32

4 バイト

符号付きまたは符号なしの
32 ビット Integer (符号なし
の場合は「拡張」で「符号
なし」オプションを選んで
ください)

BigInt1

int64 uint64

8 バイト

符号付きまたは符号なしの
64 ビット Integer (符号なし
の場合は「拡張」で「符号
なし」オプションを選んで
ください)

Binary Bit LongVarBinary
VarBinary

raw

1 文字当たり 1 バイト

固定数または可変数の連続
バイトとオプションの調整
値で構成される、タイプな
しデータの集合

Unknown Char LongVarChar string
VarChar

1 文字当たり 1 バイト

固定長または可変長の
ASCII 文字ストリング (拡
張 (Unicode) オプションを
選択しない)

NChar NVarChar
LongNVarChar

ustring

1 文字当たり複数バイト

固定長または可変長の
ASCII 文字ストリング (拡
張 (Unicode) オプションを
選択しない)

Char LongVarChar VarChar

ustring

1 文字当たり複数バイト

固定長または可変長の
ASCII 文字ストリング (拡
張 (Unicode) オプションを
選択)

Char

subrec

サブレコード・フィールド
の長さの合計

ネストされた列で構成され
るコンプレックス・デー
タ・タイプ

Char

tagged

サブレコード・フィールド
の長さの合計

タグ付き列で構成されるコ
ンプレックス・データ・タ
イプ (列は参照によって使
用できる)

Time

time

5 バイト

秒単位の日付内時刻

Time

time (マイクロ秒)

5 バイト

マイクロ秒単位の日付内時
刻 (拡張 (マイクロ秒) オプ
ションを選択)

Timestamp

timestamp

9 バイト

日付と時間値の両方を格納
する 1 つのフィールド
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表 4. ベースとなるデータ・タイプ (続き)
SQL タイプ

ベースとなるデータ・タイ
プ

サイズ

説明

Timestamp

timestamp (マイクロ秒)

9 バイト

日付とマイクロ秒単位の時
刻の両方の値を含む、単一
のフィールド (拡張 (マイク
ロ秒) オプションを選択)

1

BigInt 値は、Tru64 を除くすべてのサポート・プラットフォームで long long integer にマッピングされ、Tru64 では
より精度の高い integer にマッピングされます。Tru64 以外のプラットフォームの C 言語フォーマットは次のとおり
です。
「%[padding_character][integer]lld」

Tru64 では実数タイプの 64 ビット integer がサポートされるため、C 言語フォーマットは次のようになります。
「%[padding_character][integer]ld」
integer コンポーネントは最小フィールド幅を指定します。出力列は最小でもこの幅で出力され、必要に応じて広げら
れます。列の桁数がフィールド幅より小さい場合は、padding_character で指定した文字を列の左側に埋め、フィール
ド幅に合わせます。デフォルトの埋め込み文字はスペースです。
例えば、次のような C 言語フォーマット仕様「%09lld」の場合、埋め込み文字はゼロ (0) で、整数 123456 および
123456789 は、それぞれ 000123456 および 123456789 のようにプリントされます。

CFF ステージを使用してメインフレーム・データを処理する場合、データ・タイプは次のようになりま
す。
表 5. メインフレーム・データ・タイプ
COBOL データ・タ
イプ

サイズ

ベースとなるデー
COBOL USAGE 表記 タ・タイプ

binary, native binary

2 バイト

S9(1-4)
COMP/COMP-5

int16

binary, native binary

4 バイト

S9(5-9)
COMP/COMP-5

int32

binary, native binary

8 バイト

S9(10-18)
COMP/COMP-5

int64

binary, native binary

2 バイト

9(1-4) COMP/COMP-5 uint16

binary, native binary

4 バイト

9(5-9) COMP/COMP-5 uint32

binary, native binary

8 バイト

9(10-18)
COMP/COMP-5

uint64

character

n バイト

X(n)

string[n]

character (フィラー)

n バイト

X(n)

raw(n)

varchar

n バイト

X(n)

string[max=n]

decimal

(x+y)/2+1 バイト

9(x)V9(y)COMP-3

decimal[x+y,y]

packed

decimal

(x+y)/2+1 バイト

S9(x)V9(y)COMP-3

decimal[x+y,y]

packed

display_numeric

x+y バイト

9(x)V9(y)

decimal[x+y,y] または
string[x+y]

zoned

プロパティー
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表 5. メインフレーム・データ・タイプ (続き)
COBOL データ・タ
イプ

サイズ

ベースとなるデー
COBOL USAGE 表記 タ・タイプ

display_numeric

x+y バイト

S9(x)V9(y)

decimal[x+y,y] または
string[x+y]

zoned, trailing

display_numeric

x+y バイト

S9(x)V9(y) sign is
trailing

decimal[x+y,y]

zoned, trailing

display_numeric

x+y バイト

S9(x)V9(y) sign is
leading

decimal[x+y,y]

zoned, leading

display_numeric

x+y+1 バイト

S9(x)V9(y) sign is
trailing separate

decimal[x+y,y]

separate, trailing

display_numeric

x+y+1 バイト

S9(x)V9(y) sign is
leading separate

decimal[x+y,y]

separate, leading

float

4 バイト 8 バイト

COMP-1 COMP-2

sfloat dfloat

floating point

graphic_n, graphic_g

n*2 バイト

N(n) または G(n)
DISPLAY-1

ustring[n]

vargraphic_g/n

n*2 バイト

N(n) または G(n)
DISPLAY-1

ustring[max=n]

group

プロパティー

subrec

string タイプと ustring タイプ
NLS を有効にしている場合、パラレル・ジョブは string タイプと ustring タイプという 2 種類の基本文字
データ・タイプをサポートします。
string データはマップされていないバイトを表し、ustring データは完全な Unicode (UTF-16) データを表し
ます。
Char、VarChar、LongVarChar の SQL タイプは、各文字が 8 ビットである基本 string タイプに関係付け
られ、また、これらの SQL タイプは ASCII 文字を表すのでマッピングは必要ありません。しかし、これ
らのデータ・タイプは拡張が可能で、拡張するよう指定した場合は ustring と見なされ、マッピングが必要
になります。(そのように指定するには、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで列の「拡張」チェ
ック・ボックスを選択します。) 列グリッドに「拡張」フィールドが表示され、拡張された
Char、VarChar、または LongVarChar の列はこのフィールドに「Unicode」が表示されます。
NChar、NVarChar、LongNVarChar タイプは、基本 ustring タイプに関連付けられるので、明示的に拡張す
る必要はありません。

コンプレックス・データ・タイプ
パラレル・ジョブは 3 つのコンプレックス・データ・タイプをサポートしています。
パラレル・ジョブは 3 つのコンプレックス・データ・タイプをサポートしています。
v サブレコード
v タグ付きサブレコード
v ベクトル
InfoSphere DataStage 列定義でコンプレックス・データを参照するときは、完全修飾列名を指定できます。
例えば、次のようにします。
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Parent.Child5.Grandchild2

サブレコード
サブレコードは、ネストされたデータ構造です。サブレコード・タイプの列が独自にストレージを定義する
ことはありませんが、その列に含まれている列によって定義します。
含まれている列は任意のデータ・タイプを持つことができます。また、サブレコードは別のサブレコードに
ネストできます。サブレコードの構造を指定するには、「LEVEL」プロパティーを使用します。次のダイ
アグラムは、サブレコード構造の例を示しています。

Parent (subrecord)
Child1 (string)
Child2 (string)
LEVEL01
Child3 (string)
Child4 (string)
Child5(subrecord)
Grandchild1 (string)
LEVEL02
Grandchild2 (time)
Grandchild3 (sfloat)

タグ付きサブレコード
これはサブレコード構造の特別なタイプであり、さまざまなタイプの複数の列で構成されます。実行時にこ
れらの列の 1 つがタグの値によって示され、実際の列になります。
これらの列は、subrecord または tagged 以外の任意のタイプにできます。次のダイアグラムは、タグ付き
サブレコードを示しています。

Parent (tagged)
Child1 (string)
Child2 (int8)
Child3 (raw)
タグ = Child1。したがって、のデータ・タイプは string になる

ベクトル
ベクトルは、tagged を除く任意のタイプの 1 次元配列です。ベクトルのエレメントのタイプはすべて同じ
であり、0 から順に番号が付けられます。ベクトルは固定長または可変長です。
固定長ベクトルの場合は、長さが明示的に示されます。可変長ベクトルの場合は、実行時に長さを指定する
リンク・フィールドをプロパティーによって定義します。次のダイアグラムは、固定長のベクトルと、可変
長のベクトルを示しています。
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bcd
int32 int32 int32 int32
1

0

2

int32 int32 int32 int32

3

4

5

6

int32

7

8

efd
int32 int32 int32 int32
1

0

2

int32 int32 int32

3

4

5

int32

6

N

リンク・フィールド = N

日付形式と時刻形式
パラレル・ジョブでは日付形式と時刻形式をフレキシブルに処理できます。
パラレル・ジョブ内のさまざまな場所でフォーマット・ストリングを使用して、日付、時刻、タイム・スタ
ンプの形式を指定できます。

日付形式
フォーマット・ストリングを使用して、日付の形式を制御します。
1 つの日付フォーマット・ストリングに、次のエレメントの 1 つまたは組み合わせを組み込むことができ
ます。
表 6. 日付フォーマット・タグ
タグ

可変幅を使用できるケ
ース
説明

値の範囲

オプション

%d

インポート

日、可変幅

1...31

s

日、固定幅

01...31

s

%dd
%ddd

v オプションを使用

年間通算日

1...366

s、v

%m

インポート

月、可変幅

1...12

s

%mm

月、固定幅

01...12

s

%mmm

月の呼び名 (ショー
ト・ネーム)、ロケー
ル固有

Jan、Feb ...

t、u、w

月の呼び名 (フルネー January、February ...
ム)、ロケール固有

t、u、w、-N、+N

%yy

該当世紀内での年

00...99

s

%yyyy

4 桁の西暦年

0001 ...9999

%NNNNyy

年カットオフと該当世 yy = 00...99
紀内での年

%e

曜日、日曜 = 第 1
日

%mmmm
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1...7

s

表 6. 日付フォーマット・タグ (続き)
可変幅を使用できるケ
ース
説明

タグ

値の範囲

オプション

%E

曜日、月曜 = 第 1
日

%eee

曜日の短い名前、ロケ Sun、Mon ...
ール固有

t、u、w

1...7

%eeee

インポート/エクスポ
ート

曜日の長い名前、ロケ Sunday、Monday ...
ール固有

t、u、w、-N、+N

%W

インポート

年間通算週 (ISO
8601, Mon)

1...53

s

年間通算週 (ISO
8601, Mon)

01...53

s

%WW

日付フォーマット・ストリングを指定する場合、各コンポーネントの前にパーセント記号 (%) を付けま
す。ストリングのコンポーネントは、リテラル文字で区切ります。
デフォルトの日付形式は %yyyy-%mm-%dd です。
上記の表でその旨が明示されているタグは、可変幅の日付エレメントを表現できます。可変幅の日付エレメ
ントでは、先行ゼロを省略してもエラーになりません。
表の中で使用可能なオプションが示されたフォーマット・ストリングでは、次のオプションを使用できま
す。
s

このオプションを指定すると、日付形式で先行スペースが許可されます。s オプションは次の形式
で指定します。
%(tag,s)
ここで、tag はフォーマット・ストリングです。例を示します。
%(m,s)
数値で月を表すフィールドであることを示します。値には先行スペースまたはゼロを設定でき、フ
ィールドの幅は 1 文字または 2 文字です。日付形式プロパティーを次のように指定するとしま
す。
%(d,s)/%(m,s)/%yyyy
次のすべての日付が有効になります。
8/ 8/1958
08/08/1958
8/8/1958

v

このオプションと %ddd タグを組み合わせて使用し、年間通算日を可変幅形式で表します。したが
って、次の日付プロパティーは、
%(ddd,v)
1 から 366 の範囲の値を表します。(v オプションを省略すると、値の範囲は 001 から 366 にな
ります。)
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u

このオプションを使用すると、テキスト・エレメントをレンダリングして、曜日や月の名前をテキ
スト (大文字) で出力できます。

w

このオプションを使用すると、テキスト・エレメントをレンダリングして、曜日や月の名前をテキ
スト (小文字) で出力できます。

t

このオプションを使用すると、テキスト・エレメントをレンダリングして、曜日や月の名前をテキ
スト (先頭だけ大文字) で出力できます。

u、w、および t オプションは、同時には使用できません。これらのオプションは、出力用のテキストのフ
ォーマット設定に適用されます。大/小文字に関係なく、入力データの日付は正しく解釈されます。
-N

日付に含まれる他のエレメントとの位置合わせのために、曜日または月の長い名前を左寄せする場
合、このオプションを指定します。

+N

日付に含まれる他のエレメントとの位置合わせのために、曜日または月の長い名前を右寄せする場
合、このオプションを指定します。

名前は N 文字の固定幅フィールドの中で左寄せまたは右寄せされます (ここで、N の範囲は 1 から 99
です)。必要な場合、名前は切り捨てられます。次に、使用される位置調整の例を示します。
%dd-%(mmmm,-5)-%yyyy
21-Augus-2006

%dd-%(mmmm,-10)-%yyyy
21-August

-2005

%dd-%(mmmm,+10)-%yyyy
21-

August-2005

曜日および月の名前の設定を決定するロケールは、locale タグで制御できます。このフォーマットは次のと
おりです。
%(L,’locale’)

ここで、locale には、ICU がサポートする language_COUNTRY.variant 命名規則を使用して設定するロケ
ールを指定します。ロケールのリストについては、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバ
リゼーション・ガイド」を参照してください。 %L タグまたは APT_IMPEXP_LOCALE 環境変数でオーバ
ーライドしない限り、月および曜日の名前マーカーのデフォルト・ロケールは英語になります (タグと環境
変数の両方が設定された場合は、タグが優先されます)。
locale タグと時刻形式を組み合わせて使用できます。例えば、次のようなフォーマット・ストリングを指定
できます。
%(L,'es')%eeee, %dd %mmmm %yyyy
ロケールに「スペイン語」が指定され、結果、次の形式で日付が設定されます。
miércoles, 21 septembre 2005
フォーマット・ストリングには、次の表に示す制約事項が適用されます。フォーマット・ストリングに含め
ることのできる各行のタグは、最大で 1 つです。さらに、「非互換性」列で示すように、一部の行のタグ
は他の行のタグと同時には使用できません。フォーマット・ストリングで特定のタグを使用する場合、「必
要なタグ」列で示すように、他のタグの指定も必要な場合があります。
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表 7. フォーマット・タグの制約事項
数値フォーマット・タ
グ

テキスト・フォーマッ
ト・タグ

必要なタグ

非互換性

年

%yyyy、%yy、
%[nnnn]yy

-

-

-

月

%mm、%m

%mmm、%mmmm

年

年間通算週

日

%dd、%d

-

月

曜日、年間通算週

年間通算日

%ddd

年

日、曜日、年間通算週

曜日

%e、%E

月、年間通算週

年間通算日

年間通算週

%WW

年

月、日、年間通算日

エレメント

%eee、%eeee

可変幅の数値入力タグ (%d や %m) を使用する際、フォーマット・ストリング内でそのタグの右横にくる
フィールド (フィールドがある場合) は、数値タグ、または数字で始まるリテラル・サブストリングにはで
きません。例えば、次のフォーマット・ストリングは、これらの制約事項に違反するためすべて無効になり
ます。
%d%m-%yyyy
%d%mm-%yyyy
%(d)%(mm)-%yyyy
%h00 hours

年カットオフ は、すべての 2 桁の年に該当する世紀の開始を定義する年です。デフォルトで、年カットオ
フは 1900 です。そのため、2 桁の年 97 は 1997 を表します。
年カットオフとして 4 桁の年を指定することができます。その場合、2 桁の年は、年カットオフ以降で、
指定された下 2 桁を持つ最初の年を示します。例えば、年カットオフを 1930 に設定した場合、2 桁の年
の 30 は 1930 に対応し、 2 桁の年の 29 は 2029 に対応します。
このプロパティーは、「開始日付」、「テキスト」、および「ユリウス」と同時には使用できません。
日付形式には、リテラルのテキストを組み込むことができ、例えば、区切り文字として使用することができ
ます。NULL、円記号、パーセント記号以外の任意の Unicode 文字を使用できます (ただし、制御コードお
よびその他の非図形文字の使用は望ましくありません)。 以下の表に、特殊なタグとエスケープ・シーケン
スのリストを示します。
タグ

エスケープ・シーケンス

%%

リテラルの % 記号

¥%

リテラルの % 記号

¥n

改行

¥t

水平タブ

¥¥

1 個の円記号
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時刻形式
フォーマット・ストリングを使用して、時刻の形式を制御します。
時刻フォーマット・ストリングとして利用可能なコンポーネントを以下の表に示します。
表 8. 時刻フォーマット・タグ
タグ

可変幅を使用できるケ
ース
説明

値の範囲

オプション

%h

インポート

時間 (24)、可変幅

0...23

s

時間 (24)、固定幅

0...23

s

時間 (12)、可変幅

1...12

s

時間 (12)、固定幅

01...12

s

分、可変幅

0...59

s

分、固定幅

0...59

s

秒、可変幅

0...59

s

秒、固定幅

0...59

s

秒 + 小数部 (N =
0...6)

–

s、c、C

秒 + 小数部 (N =
0...6)

–

s、c、C

%hh
インポート

%H
%HH

インポート

%n
%nn

インポート

%s
%ss

インポート

%s.N
%ss.N
%SSS

v オプションを使用

ミリ秒

0...999

s、v

%SSSSSS

v オプションを使用

マイクロ秒

0...999999

s、v

%aa

ドイツ語

am/pm マーカー、ロ
ケール指定

am、pm

u、w

時間ストリングを指定する場合、フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前にパーセント記号をつ
けてください。ストリングのコンポーネントは、リテラル文字で区切ります。
デフォルトの時刻形式は、%hh:%nn:%ss です。
上記の表でその旨が明示されているタグは、可変幅の日付エレメントを表現できます。可変幅の時間エレメ
ントでは、先行ゼロを省略してもエラーになりません。
以下のオプションが表に記載されているフォーマット・ストリングは、そのオプションを使用できます。
s

このオプションを指定すると、時刻フォーマットに先行スペースを使用できます。s オプションは
次の形式で指定します。
%(tag,s)
ここで、tag はフォーマット・ストリングです。例を示します。
%(n,s)
分のフィールドの値に先行スペースあるいは先行ゼロを含めることができ、1 文字あるいは 2 文
字の長さであることを示します。日付形式プロパティーを次のように指定するとします。
%(h,s):$(n,s):$(s,s)
この場合、以下の時間はすべて有効です。
20: 6:58
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20:06:58
20:6:58
v

このオプションは、%SSS または %SSSSSS タグと結合して使用し、可変長フォーマットのミリ秒
またはマイクロ秒を表します。したがって時間プロパティーは次のようになります。
%(SSS,v)
これは、範囲 0 から 999 までの値を表します。(v オプションを省略すると、値の範囲は 000 か
ら 999 になります。)

u

このオプションを使用した場合、am/pm テキストが出力では大文字表示になります。

w

このオプションを使用した場合、am/pm テキストが出力では小文字表示になります。

c

このオプションを指定した場合、%ss.N タグの小数点としてコンマを使用します。

C

このオプションを指定した場合、%ss.N タグの小数点としてピリオドを使用します。

c および C オプションは、ロケールのデフォルト設定をオーバーライドします。
am/pm ストリングの設定とデフォルトの小数点を決めるロケールは、ロケール・タグによって制御されま
す。このフォーマットは次のとおりです。
%(L,’locale’)

ここで、locale には、ICU がサポートする language_COUNTRY.variant 命名規則を使用して設定するロケ
ールを指定します。ロケールのリストについては、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバ
リゼーション・ガイド」を参照してください。 am/pm ストリングと区切り文字 (マーカー) のデフォルト
のロケールは、%L タグまたは APT_IMPEXP_LOCALE 環境変数でオーバーライドされていない限り、英
語です (%L タグと APT_IMPEXP_LOCALE 環境変数が両方設定されている場合は、タグが優先されま
す)。
ロケール・タグは時刻形式と結合して使用します。例えば、次のようになります。
%L('es')%HH:%nn %aa
これは、スペインのロケールを指定しています。
フォーマット・ストリングには、次の表に示す制約事項が適用されます。フォーマット・ストリングに含め
ることのできる各行のタグは、最大で 1 つです。さらに、「非互換性」列で示すように、一部の行のタグ
は他の行のタグと同時には使用できません。フォーマット・ストリングで特定のタグを使用する場合、「必
要なタグ」列で示すように、他のタグの指定も必要な場合があります。
表 9. フォーマット・タグの制約事項
エレメント

数値フォーマット・タ
グ

テキスト・フォーマッ
ト・タグ

必要なタグ

非互換性

時間

%hh、%h、%HH、%H

-

-

-

am/pm マーカ ー

%aa

時間 (%HH)

時間 (%hh)

分

%nn、%n

-

-

-

秒

%ss、%s

-

-

-

秒の小数部

%ss.N、%s.N、%SSS、
%SSSSSS

-

-

-
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日付形式にはリテラル・テキストを含めることができます。NULL、円記号、パーセント記号以外の任意の
Unicode 文字を使用できます (ただし、制御コードおよびその他の非図形文字の使用は望ましくありませ
ん)。 以下の表に、特殊なタグとエスケープ・シーケンスのリストを示します。
タグ

エスケープ・シーケンス

%%

リテラルの % 記号

¥%

リテラルの % 記号

¥n

改行

¥t

水平タブ

¥¥

1 個の円記号

タイム・スタンプ形式
フォーマット・ストリングを使用して、タイム・スタンプの形式を制御します。
タイム・スタンプ形式は、日付形式と時刻形式が結合されたものです。この 2 つのフォーマットの順序は
任意で、そのエレメントの組み合わせも自由です。このフォーマットは、 34 ページの『日付形式』および
38 ページの『時刻形式』に説明されています。
フォーマット・ストリングの各コンポーネントの前には、パーセント記号 (%) を付けてください。

サーバー・ジョブ機能の取り込み
Server Shared Container ステージを使用して、パラレル・ジョブにサーバー・ジョブ機能を組み込むことが
できます。
Server Shared Container ステージを使用して、パラレル・ジョブにサーバー・ジョブ機能を組み込むことが
できます。これによって、例えば、サーバー・ジョブ・プラグイン・ステージを使用し、パラレル・ジョブ
が直接サポートしていないデータ・ソースにアクセスしたりできます (一部のプラグインは、パラレル・ジ
ョブで直接使用できるパラレル版を提供しています)。
デザイナーで新規共有コンテナーを作成し、必要に応じてサーバー・ジョブを追加します。次に、サーバー
共有コンテナーをパラレル・ジョブに追加して、パラレル・ステージに接続します。パラレル・ジョブで使
用される Server Shared Container ステージには、「プロパティー」ダイアログ・ボックスに追加のページ
があり、パラレル処理の詳細やデータのパーティション/コレクティングの詳細を指定できます。
この方法でサーバー共有コンテナーを使用できるのは、(MPP またはクラスター・システムではなく) SMP
システムの場合だけです。
サーバー共有コンテナーの内容には、次の制限が適用されます。
v 設定できるコンテナー入力は 1 つですが、ゼロでもかまいません。コンテナー出力は 1 つ以上設定で
きますが、同様にゼロでもかまいません。ただし、少なくともどちらか一方の設定は必要です。
v 切断されているフローがあってはいけません。すべてのステージは直接、またはアクティブ・ステージ
を介して、コンテナーの入力または出力にリンクされている必要があります。コンテナーに 1 つの入力
と 1 つ以上の出力がある場合、各ステージは入力と (1 つ以上の) 出力に接続されていなければなりま
せん。
v 入力リンクと出力リンクの両方を持つパッシブ・ステージを設定して同期化させることはできません。
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Server Shared Container ステージによって提供される列はすべて、パラレル・ジョブ内のそのコンテナーの
後に続くステージで使用されなければなりません。
サーバー共有コンテナーの使用の詳細については、「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガ
イド」を参照してください。そこではパラレル・ジョブの機能を再利用可能な形にパッケージ化できる、パ
ラレル共有コンテナーの使用法についても説明しています。

第 2 章 パラレル・ジョブのデザイン
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第 3 章 パラレル・ジョブと NLS
これらのトピックは、InfoSphere DataStage パラレル・ジョブにおける NLS の詳細を説明します。
内容は以下のとおりです。
v パラレル・ジョブで利用可能なマップとロケール
v パラレル・ジョブの文字データに関する考慮事項
v パラレル・ジョブのマップとロケールの使用法
v パラレル・ジョブの新規マップの作成
v パラレル・ジョブの新規ロケールの作成

NLS モードの動作
NLS モードは、NLS 内部文字セット、および、世界中のさまざまな言語を対象とする外部文字セット と
いう 2 種類の文字セット を使用して動作します。
NLS モードでは、InfoSphere DataStage は、必要な場合、2 つの文字セット間のマッピングを行います。
NLS を扱う仕組みは、パラレル・ジョブとサーバー・ジョブとで異なります。パラレル・ジョブとサーバ
ー・ジョブは、それぞれ異なる内部文字セットを使用するため、データ変換に使用するマップ・セットもそ
れぞれで異なります。マッピングが必要なのは、特定のタイプのストリング・データ (すなわち、文字デー
タ) のみです。純粋な数値データ・タイプでは、マッピングは必要ありません。
パラレル・ジョブおよびサーバー・ジョブは、使用するロケールも異なります。

内部文字セット
内部文字セットは、少なくとも 64,000 文字を表すことができます。内部文字セット内の各文字は、固有の
コード・ポイント を持っています。コード・ポイントは、規則により 16 進形式で表される数値です。プ
ログラム内の文字はこの数値を使用して表すことができます。 InfoSphere DataStage は容易に多数の言語
を保管します。
NLS 内部文字セットは Unicode 標準に準拠します。 Unicode コンソーシアムでは、コード・ポイントを
表すいくつかの方法を Unicode 変換形式 (UTF) と名づけて規定しています。サーバー・ジョブは UTF-8
を使用し、パラレル・ジョブは UTF-16 を使用します。
サーバー・ジョブとパラレル・ジョブは異なる内部文字セットを使用するので、異なる変換マップが提供さ
れています。一般的に使用されるサーバー・ジョブ用のマップと同等のものが、パラレル・ジョブ用に提供
されています。
Unicode について詳しくは、Unicode コンソーシアムの Web サイトを参照してください。

マッピング
NLS モードでデータを変換または転送すると、そのデータは、指定した外部文字セットにマップされま
す。
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IBM InfoSphere DataStage には、世界中で使用される数多くの文字セットに対応するマップ表が組み込まれ
ています。マップ表のリストについては、InfoSphere DataStage で提供されるマップとロケールを参照して
ください。
InfoSphere DataStage 内で、異なるレベルのマッピングを次のように指定できます。
v プロジェクト全体のデフォルト。 Administrator Client において、プロジェクト内のすべてのサーバー・
ジョブに対するデフォルト・マップとプロジェクト内のすべてのパラレル・ジョブに対するデフォル
ト・マップを指定します。
v ジョブ・デフォルト。Designer Clientでは、特定のジョブに対してデフォルト・マップを指定できます。
このジョブは、プロジェクト・デフォルトをオーバーライドします。
v ステージ・マップ。一部のパラレル・ステージおよびサーバー・ステージに対して、特定のマップを指
定できます。ステージ・マップは、プロジェクト・デフォルトおよびジョブの詳細の両方をオーバーラ
イドします。
v 列マップ。一部のパラレル・ステージおよびサーバー・ステージに対しては、特定のデータ列に対する
個別のマップを指定できます。列マップは、プロジェクト・デフォルト、ジョブ・デフォルト、および
ステージ・マップをオーバーライドします。
ご使用のファイルに ASCII 7 ビット文字のみが含まれる場合、ファイルをマッピングする必要はありませ
ん。

ロケール
ロケールとは、時刻と日付の表現、数値表現、通貨表現、文字分類、大文字小文字変換、照合などを決定す
る、データ・フォーマット規則のセットです。
ロケールは、文字セットから個別のエンティティーとして表示されます。 1 つ以上の人のグループが使用
するデータ・フォーマットについては、言語、文字セット、および規則を考慮する必要があります。文字セ
ットは単独で定義しますが、データ・フォーマット規則を正しく機能させるために適切な文字セットを使用
することも必要です。例えば、ベネズエラとエクアドルはそれぞれの言語としてスペイン語を使用します
が、データ・フォーマットの規則は異なります。
ロケールは、国境には関係ありません。 1 つの国で複数のロケールを使用することもあります。例えば、
カナダでは 2 つのロケールを使用し、ベルギーでは 3 つのロケールを使用します。複数の国で 1 つのロ
ケールを使用することもあります。例えば、多国籍企業が世界規模のロケールを 1 つ定義し、これをすべ
ての事業所で使用する場合などです。
IBM InfoSphere DataStage で提供されるロケール、およびそれらに関連付けられている地域と言語のリスト
については、InfoSphere DataStage で提供されるマップとロケールを参照してください。
サーバー・ジョブの場合、次のようなさまざまなフォーマット規則について、ロケールを個別に選択できま
す。
v 時刻と日付の形式
v 数値の表示形式
v 通貨値の表示形式
v 文字が英字、数字、非印字文字などであるかどうか
v 文字のソート順 (照合)
サーバー・ジョブの場合、必要に応じてロケールを混用することができます。例えば、あるロケールで時刻
と日付を指定し、別のロケールで通貨規則を指定することができます。
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パラレル・ジョブの場合、文字のソート順 (照合) に対してロケールを個別に選択できます。
InfoSphere DataStage 内の、次のような異なるレベルでロケールを指定できます。
v プロジェクト全体のデフォルト。 Administrator Client において、プロジェクト内のすべてのサーバー・
ジョブに対するデフォルトのロケールと、プロジェクト内のすべてのパラレル・ジョブに対するデフォ
ルトのロケールを指定します。
v ジョブ・デフォルト。Designer Clientでは、特定のジョブに対してデフォルト・ロケールを指定できま
す。ジョブ・デフォルトが、プロジェクト・デフォルトより優先されます。
v ステージ・ロケール。特定のパラレル・ステージに対して、特定のロケールを指定できます。ステー
ジ・ロケールは、プロジェクト・デフォルトおよびジョブ・デフォルトの両方をオーバーライドしま
す。
何らかのロケールを使用する領域を、国 ではなく地域 と呼びます。

時刻と日付
ほとんどの地域は、時刻と日付の表記について優先スタイルが提供されています。時刻の場合、通常は、12
時間表示か 24 時間表示かの選択です。日付については、これより多様なスタイルがあります。 1990 年 4
月 1 日の夜 9.30 を異なるロケールを使用して表す形式の例を、次の表に示します。

地域

Time

Date

InfoSphere DataStage ロケ
ール

フランス

21h30

1.4.90

FR-FRENCH

US

9:30 p.m.

4/1/90

US-ENGLISH

日本

21:30

90.4.1

JP-JAPANESE

Numeric
この規則は、次のような、数値の表示方法を定義します。
v 小数点として使用される文字 (小数点文字)
v 3 桁の区切り記号として使用される文字
v 1 から -1 の数値に対して先行ゼロを使用するかどうか
例えば、使用するロケールに応じて、以下の数値はすべて 1000 を意味します。
地域

数値

InfoSphere DataStage ロケール

アイルランド

1,000

IE-ENGLISH

オランダ

1.000

NL-DUTCH

フランス

1 000

FR-FRENCH

通貨
この規則は、次のような、通貨値の表示方法を定義します。
v 小数点として使用される文字。この文字は、数値形式で使用される小数点とは異なっていてもかまいま
せん。
v 3 桁の区切り記号として使用される文字。この文字は、数値形式で使用される千単位の区切り文字とは
異なっていてもかまいません。
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v その地域の地域別通貨記号。例えば、$、£、または ¥。
v 国際通貨記号として使用されるストリング。例えば、USD (米ドル)、NOK (ノルウェーのクローネ)、
JPY (日本円)。
v 地域別通貨値で使用される小数点以下の桁数。
v 国際通貨値で使用される小数点以下の桁数。
v 正の通貨値を示すために使用される符号。
v 負の通貨値を示すために使用される符号。
v 通貨値内での、通貨記号および正または負符号の相対位置。
各種ロケールが使用する通貨形式の例を以下に示します。
通貨

フォーマット

InfoSphere DataStage ロケール

米ドル

$123.45

US-ENGLISH

英国ポンド

£37,000.00

GB-ENGLISH

ドイツ・マルク

DM123,45

DE-GERMAN

ドイツ・ユーロ

123,45

DE-GERMAN-EURO

文字タイプ
この規則は、文字が英字、数字、非印字文字などであるかどうかを定義します。この規則は大/小文字に関
する規則も定義します。例えば、文字によっては、小文字ではアクセントが必要であり、大文字では必要な
いことがあります。

照合
この規則は、文字が照合される、すなわち、ソートされる順序を定義します。 1 つの文字セット内で、照
合順には多くの変種があります。例えば、ドイツでは文字 Ä は A の後ろに置かれますが、スウェーデン
では Z の後ろに置かれます。

InfoSphere DataStage パラレル・ジョブのマップとロケール
InfoSphere DataStage を NLS を有効にしてインストールすると、多数のマップとロケールがインストール
されます。現在どのマップとロケールがロードされていて、その中のどれが使用可能なのかをアドミニスト
レーター・クライアントで表示できます。

手順
1. アドミニストレーター・クライアントを開きます。
2. 「プロジェクト」タブをクリックして「プロジェクト」ページに移動します。
3. プロジェクトを選択し、「NLS...」ボタンをクリックして、そのプロジェクトの「プロジェクトの NLS
設定」ダイアログ・ボックスを開きます。デフォルトで、サーバー・ジョブ用に現在ロードされている
マップがすべて表示されます。「パラレル・マップ」タブをクリックして利用可能なパラレル・ジョ
ブ・マップを表示します。名前が ASCL で始まるマップは、サーバー・ジョブで利用可能なマップの
パラレル・バージョンです。
4. ロード済みロケールを表示するには、「パラレル・ロケール」タブをクリックします。各ロケール・カ
テゴリーの横にある下矢印をクリックすると、ロード済みロケールのドロップダウン・リストが表示さ
れます。「すべてのロケールの表示」オプションを選択すると、ドロップダウン・リストにロードが可
能なマップがすべて表示されます。
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パラレル・ジョブでのマップの使用
特定タイプの文字データを InfoSphere DataStage に読み取っているとき、あるいは、InfoSphere DataStage
から書き込んでいるときは常に、マップを使用する必要があります。
InfoSphere DataStage は、マップを使用して、外部文字セットを内部の Unicode 文字セットに変換する方法
を認識します。
以下の場合、データをマップする必要はありません。
v 単なる数値データを処理している場合。
v 7 ビット ASCII データの読み取りあるいは書き込みを行っている場合。
InfoSphere DataStage により、以下のように、ジョブ・デザインのさまざまなポイントで使用するマップの
指定が許可されている場合。
v プロジェクトのデフォルトのマップを指定できます。これは、ジョブ・デザインで特にオーバーライド
されていない限り、プロジェクト内のすべてのジョブのすべてのステージで使用できます。
v ジョブのデフォルトのマップを指定できます。これは、ジョブ・デザインで特にオーバーライドされて
いない限り、ジョブ内のすべてのジョブのすべてのステージで (プロジェクト・デフォルトを置換して)
使用できます。
v ジョブ内の特定のステージのマップを (ステージ・タイプに応じて) 指定できます。これは、プロジェク
ト・デフォルトおよびジョブ・デフォルトの両方をオーバーライドします。
v 特定のステージで、個別の列に対するマップを指定できます。これは、プロジェクト、ジョブ、および
ステージのデフォルト・マップをオーバーライドします。

パラレル・ジョブにおける文字データ
ジョブが文字データを処理している場合にのみ、文字セット・マップを指定する必要があります。
InfoSphere DataStage には、列の SQL タイプとして指定できる文字タイプが数多くあります。
v Char
v VarChar
v LongVarChar
v NChar
v NVarChar
v LongNVarChar
InfoSphere DataStage のパラレル・ジョブは、文字データを string (1 文字あたり 1 バイト) あるいは
ustring (unicode ストリング) として保管します。
Char、VarChar、LongVarChar は、各文字が 8 ビットである基本 string タイプに関係付けられ、また、こ
れらの SQL タイプは ASCII 文字を表すのでマッピングは必要ありません。しかし、これらのデータ・タ
イプは拡張が可能で、拡張するよう指定した場合は ustring と見なされ、マッピングが必要になります。そ
のように指定するには、「メタデータ編集」ダイアログ・ボックス (列グリッドのショートカット・メニュ
ーから「行の編集...」を選択することでその列に対応するダイアログ・ボックスが開く) で列の「拡張」チ
ェック・ボックスを選択します。列グリッドに「拡張」フィールドが表示され、拡張された
Char、VarChar、または LongVarChar の列はこのフィールドに「Unicode」が表示されます。
NChar、NVarChar、LongNVarChar タイプは、基本 ustring タイプに関連付けられるので、明示的に拡張す
る必要はありません。
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この表に対して (「表定義」ダイアログ・ボックスの「NLS」ページ上、またはステージ・エディターの
「NLS マップ」タブ上で)「列ごとのマッピングを許可」を選択している場合、「NLS マップ」フィール
ドで文字セット・マップを選択できます。その他の場合は、デフォルト・マップが使用されます。

プロジェクト・デフォルト・マップの指定
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントでプロジェクトのデフォルト・マップを指定し
ます。

手順
1. アドミニストレーター・クライアントを開きます。
2. 「プロジェクト」タブをクリックして「プロジェクト」ページに移動します。
3. デフォルト・マップを設定したいプロジェクトを選択し、「NLS...」ボタンをクリックして、そのプロ
ジェクトの「プロジェクトの NLS 設定」ダイアログ・ボックスを開きます。デフォルトで、サーバ
ー・ジョブ用に現在ロードされているマップがすべて表示されます。「パラレル・マップ」タブをクリ
ックします。
4. 「デフォルト・マップ名」リストからマップを選択します。「OK」をクリックします。選択されたマ
ップが、そのプロジェクトのデフォルトになり、そのプロジェクトのすべてのジョブで使用されます。

ジョブ・デフォルト・マップの指定
以下のようにして、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、InfoSphere DataStage デ
ザイナーで特定ジョブのデフォルト・マップを指定します。

手順
1. デザイナー・クライアントで、マップを設定したいジョブを開きます。
2. ジョブの「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます (「編集」 > 「ジョブ・プロパテ
ィー」を選択します)。
3. 「NLS」タブをクリックして「NLS」ページに移動します。
4. 「ステージのデフォルト・マップ」リストからマップを選択します。
5. 「OK」をクリックします。選択されたマップが、ジョブのデフォルトになり、そのジョブのすべての
ステージで使用されます。

ステージ・マップの指定
InfoSphere DataStage デザイナーのステージ・エディター・ダイアログで、使用する特定ステージのマップ
を指定します。外部データ・ソースに対してデータの読み取りまたは書き込みを行うすべてのタイプのステ
ージに、マップを指定できます。

このタスクについて
処理、再構成、および開発/デバッグのステージは、既に InfoSphere DataStage への入力になっていて、既
にマップされているデータを扱います。
一部の File ステージ、例えば Data Set ステージや Lookup File Set ステージでは、InfoSphere DataStage
によって保持され、そのためマッピングを必要としないデータが表示されます。

手順
1. デザイナー・クライアントで、ジョブのステージ・エディターを開きます。「ステージ」ページの
「NLS マップ」タブを選択します。
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2. 次のいずれかを行います。
v 「ステージで使用するマップ名」リストから必要なマップを選択します。
v マップ名の横の矢印ボタンをクリックします。これにより既存のジョブ・パラメーターを選択する
か、あるいは、新規のパラメーターを指定することができます。ジョブの実行時に、 InfoSphere
DataStage は、使用するマップ名に対するそのパラメーターの値を使用します。
3. 「OK」をクリックします。選択したマップあるいはジョブ・パラメーターが、ステージで使用されま
す。

列マップの指定
特定タイプのパラレル・ジョブ・ステージでは、そのステージで処理されるデータの特定列に使用するマッ
プを指定できます。 Database ステージを除き、マッピングを必要とするすべてのステージは列ごとのマッ
ピングができます。

手順
1. ジョブのステージ・エディターを開きます。「ステージ」ページの「NLS マップ」タブをクリックしま
す。
2. 「列ごとのマッピングを許可」オプションを選択します。次に、(データの書き込み中か読み取り中かに
よって)「入力」ページまたは「出力」ページに進み、「列」タブを選択します。
3. 列グリッドに、「NLS マップ」と呼ばれる追加のフィールドが表示されます。ドロップダウン・リスト
から、特定の列に使用するマップを選択します。
4. 「OK」をクリックします。

パラレル・ジョブでのロケールの使用
ロケールを使用して、特定の地域の規則に従ってデータをソートするように指定することができます。
ロケールと言語の間には、必ずしも直接の関係があるわけではありません。
パラレル・ジョブでは、デフォルト・ロケールをプロジェクト単位、個別のジョブ単位、あるいは、特定の
ステージ単位に設定することができます。デフォルトでは、データは Unicode 照合順序アルゴリズム
(UCA/14651) に従ってソートされます。特定のロケールを選択した場合、事実上 UCA 照合ベースの機能
を一部オーバーライドすることになります。
注: ロケールのメカニズムでは日付と時間の形式や小数点を指定することはできませんが、パラレル・ジョ
ブにはこれらを設定する方法があります。詳細は、日付/時刻形式と数値フォーマットの定義を参照してく
ださい。

プロジェクト・デフォルト・ロケールの指定
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントでプロジェクトのデフォルト・ロケールを指定
します。

手順
1. アドミニストレーター・クライアントを開きます。
2. 「プロジェクト」タブをクリックして「プロジェクト」ページに移動します。
3. デフォルト・マップを設定したいプロジェクトを選択し、「NLS...」ボタンをクリックして、そのプロ
ジェクトの「プロジェクトの NLS 設定」ダイアログ・ボックスを開きます。「パラレル・ロケール」
タブをクリックして「パラレル・ロケール」ページに移動します。
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4. 「照合」カテゴリーの横の矢印をクリックし、ドロップダウン・リストからロケールを選択します。
OFF の設定は、ベース UCA ルールに従ってソートを実行することを示します。
5. 「OK」をクリックします。選択されたロケールが、プロジェクト内のそのカテゴリーのデフォルトに
なり、そのプロジェクトのすべてのジョブで使用されます。

ジョブ・デフォルト・ロケールの指定
「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用して、InfoSphere DataStage デザイナーで特定ジョブのデフォ
ルト・ロケールを指定します。

手順
1. デザイナー・クライアントで、ロケールを設定したいジョブを開きます。
2. ジョブの「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます (「編集」 > 「ジョブ・プロパテ
ィー」 を選択します)。
3. 「NLS」タブをクリックして「NLS」ページに移動します。
4. 「ステージ用デフォルト照合ロケール」リストからロケールを選択します。OFF の設定は、ベース
UCA ルールに従ってソートを実行することを示します。
5. 「OK」をクリックします。選択されたロケールが、ジョブのデフォルトになり、そのジョブのすべて
のステージで使用されます。

ステージ・ロケールの指定
明示的ソートを行うステージのロケールを指定できます。

このタスクについて
データのソートを伴うステージでは、プロジェクトおよびジョブのデフォルトをオーバーライドする、ロケ
ールの指定が可能です。
また、選択したパーティション方式に応じて、ほとんどのステージの「パーティション」タブでソートを指
定することもできます。このソートは、ステージで入力データを処理する前に実行されます。このソートの
ロケールを指定することができ、それは、プロジェクトやジョブのデフォルトをオーバーライドします。

手順
1. ステージ・エディターを開き、「ステージ」ページの「NLS ロケール」タブに進みます。
2. リストから必要なロケールを選択し、「OK」をクリックします。ステージは、ロケールで指定された
規則に従ってソートを行います。 OFF の設定は、ベース UCA ルールに従ってソートを実行すること
を示します。

日時形式および数値フォーマットの定義
日付と時間、あるいは数値に対してロケールの仕組みを使用した新しいフォーマットを設定することはでき
ませんが、これをパラレル・ジョブで行う方法が他にあります。
これは、プロジェクト・レベル、ジョブ・レベル (特定タイプの個別のステージの場合)、および、列レベ
ルで行うことができます。
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プロジェクト・レベルでのフォーマットの指定
プロジェクトの日付/時刻および数値のフォーマットは、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クラ
イアントで指定できます。

手順
1. アドミニストレーター・クライアントを開きます。
2. 「プロジェクト」タブをクリックして「プロジェクト」ページに移動します。
3. デフォルト・マップを設定したいプロジェクトを選択し、「プロパティー」ボタンをクリックして、そ
のプロジェクトの「プロジェクトのプロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。「パラレル」タ
ブをクリックして「パラレル」ページに移動します。
4. このページには、日付、時刻、タイム・スタンプ、および小数点の現行デフォルトが表示されます。デ
フォルトを変更するには、対応する「システム・デフォルト」チェック・ボックスを選択解除して、ド
ロップダウン・リストから新しいフォーマットを選択するか、新しいフォーマットを入力します。
5. 「OK」をクリックして、新規フォーマットをプロジェクトのデフォルトに設定します。

ジョブ・レベルでのフォーマットの指定
特定ジョブの日付/時刻および数値のフォーマットは、「ジョブ・プロパティー」ダイアログを使用して、
InfoSphere DataStage デザイナーで指定します。

手順
1. デザイナー・クライアントで、フォーマットを設定したいジョブを開きます。
2. ジョブの「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます (「編集」 > 「ジョブ・プロパテ
ィー」を選択します)。
3. 「デフォルト」タブをクリックして「デフォルト」ページに移動します。
4. このページには、日付、時刻、タイム・スタンプ、および小数点の現行デフォルトが表示されます。デ
フォルトを変更するには、対応する「プロジェクト・デフォルト」チェック・ボックスを選択解除し
て、ドロップダウン・リストから新しいフォーマットを選択するか、新しいフォーマットを入力しま
す。
5. 「OK」をクリックして、新規フォーマットをジョブのデフォルトに設定します。

ステージ・レベルでのフォーマットの指定
エディターに「フォーマット」タブがあるステージでは、日付と時刻および数値フォーマットのプロジェク
トおよびジョブのデフォルトをオーバーライドできます。

このタスクについて
以下のステージがあります。
v Sequential File ステージ
v File Set ステージ
v External Source ステージ
v External Target ステージ
v Column Import ステージ
v Column Export ステージ
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手順
1. 変更する必要のあるステージのステージ・エディターを開き、場合に応じて「入力」ページまたは「出
力」ページのいずれかの「フォーマット」タブに進みます。
2. 小数点を変更するには、プロパティー・ツリーのタイプ・デフォルト・カテゴリーの下の 10 進数カテ
ゴリーを選択してから、「追加可能なプロパティー」リストの「小数点」をクリックします。ダイアロ
グ・ボックスの右上に表示される「小数点」ボックスで、新しい値を選択できます。
3. 日付フォーマットを変更するには、プロパティー・ツリーのタイプ・デフォルト・カテゴリーの下の日
付カテゴリーを選択してから、「追加可能なプロパティー」リストの「フォーマット・ストリング」を
クリックします。ダイアログ・ボックスの右上に表示される「フォーマット・ストリング」ボックス
で、新規フォーマットを指定できます。
4. 時刻形式を変更するには、プロパティー・ツリーのタイプ・デフォルト・カテゴリーの下の時刻カテゴ
リーを選択してから、「追加可能なプロパティー」リストの「フォーマット・ストリング」をクリック
します。ダイアログ・ボックスの右上に表示される「フォーマット・ストリング」ボックスで、新規フ
ォーマットを指定できます。
5. タイム・スタンプ・フォーマットを変更するには、プロパティー・ツリーのタイプ・デフォルト・カテ
ゴリーの下のタイム・スタンプ・カテゴリーを選択してから、「追加可能なプロパティー」リストの
「フォーマット・ストリング」をクリックします。ダイアログ・ボックスの右上に表示される「フォー
マット・ストリング」ボックスで、新規フォーマットを指定できます。

列レベルでのフォーマットの指定
列レベルの日付/時刻および数値のフォーマットは、ステージ・エディターの「列」タブ、または「表定
義」ダイアログ・ボックスの「列」ページから指定できます。

手順
1. 列グリッドで、フォーマットを指定したい列を選択して右クリックし、ショートカット・メニューから
「行の編集...」を選択します。「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「パラレル」タブに表示される情報は、編集中の列のタイプによって異なります。この例では、日付列
です。日付のフォーマットを変更するには、プロパティー・ツリーの日付タイプ・カテゴリーを選択し
てから、「追加可能なプロパティー」リストの「フォーマット・ストリング」をクリックします。ダイ
アログ・ボックスの右上に表示される「フォーマット・ストリング」ボックスに、新規フォーマットを
指定できます。
3. 「適用」をクリックして変更を実装し、「閉じる」をクリックします。

タスクの結果
時刻、タイム・スタンプ、小数点を変更する方式は、ほぼ同じです。時刻、タイム・スタンプ、数値あるい
は 10 進数タイプの列を選択すると、利用可能なプロパティーを使用して、その列に対する新規フォーマッ
トを指定できます。
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第 4 章 ステージ・エディター
パラレル・ジョブ・ステージ・エディターの多くは、この章に記載されている汎用ユーザー・インターフェ
ースを使用します。
パラレル・ジョブ・ステージ・エディターは、すべて汎用ユーザー・インターフェースを使用します
(Transformer ステージ、共有コンテナー、および Complex Flat File ステージは除きます)。この章では、汎
用エディターおよびその使用方法について説明します。
パラレル・ジョブには、使用できるステージが多数あります。ステージはツール・パレットの中でグループ
別に整理されています。また、よく使用するステージはすべて「お気に入り」カテゴリーにドラッグしてお
くことができます。
ステージ・エディターは、次の基本タイプに分類できます。
v 「データベース」。データベース内のデータの読み取りまたは書き込みを行うステージです。データベ
ース・ステージの例として、Oracle Enterprise ステージや DB2/UDB Enterprise ステージがあります。
v 「開発/デバッグ」。パラレル・ジョブの開発およびトラブルシューティングを支援するステージです。
例として、Peek ステージや Row Generator ステージなどがあります。
v 「ファイル」。ファイルまたはファイル・セット内のデータの読み取りまたは書き込みを行うステージ
です。ファイル・ステージの例として、Sequential File ステージや Data Set ステージがあります。
v 「処理」。ステージで受け渡しされるデータに対して何か処理を行うステージです。処理ステージの例
として、Aggregator ステージや Transformer ステージがあります。
v 「リアルタイム」。パラレル・ジョブを Web サービスとして使用できるようにするステージです。これ
らのステージはオプションの Web Services パッケージの一部です。
v 「再構成」。コンプレックス・データ・タイプの列が入っているデータを処理したり操作するステージ
です。例として、Make Subrecord ステージや Make Vector ステージがあります。
パラレル・ジョブでは、ローカル・コンテナーと共有コンテナーもサポートされています。機能の一部をロ
ーカル・コンテナーに収めることで、デザインを整理できます。コンテナーの内容は別のキャンバスに表示
されます。共有コンテナーも同じような機能を持ちますが、リポジトリーに独立して格納されるため、別の
パラレル・ジョブから再利用できます。パラレル・ジョブではパラレル共有コンテナーとサーバー共有コン
テナーの両方を利用できます。共有コンテナーの使用については、「InfoSphere DataStage デザイナー・ク
ライアント・ガイド」で説明しています。
次の表に、利用できるステージの種類と、各ステージの機能の簡単な説明を示します。
表 10. ステージ・エディター
ステージ

タイプ

機能

Data Set

ファイル

永続的データ・セットのデータを読み
書きできます。

Sequential File

ファイル

1 つ以上のフラット・ファイルのデー
タを読み書きできます。
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表 10. ステージ・エディター (続き)
ステージ

タイプ

機能

File Set

ファイル

ファイル・セットのデータを読み書き
できます。ファイル・セットを利用す
ると、データを一連のファイルに分散
させ、それを 1 つの制御ファイルか
ら参照できます。

Lookup File Set

ファイル

ルックアップ・ファイル・セットやル
ックアップ用の参照を作成できます。

External Source

ファイル

1 つ以上のソース・プログラムから出
力されるデータを読み取れます。

External Target

ファイル

1 つ以上のソース・プログラムにデー
タを書き込めます。

Complex Flat File

ファイル

メインフレーム・マシン上でコンプレ
ックス・フラット・ファイルの読み書
きができます。

SAS Data Set

ファイル

SAS ステージと結合して使用するこ
とで、パラレル SAS データ・セット
のデータを読み書きできます。

DB2/UDB Enterprise

データベース

DB2 データベースのデータを読み書
きできます。

Oracle Enterprise

データベース

Oracle データベースのデータを読み
書きできます。

Teradata Enterprise

データベース

Teradata データベースのデータを読み
書きできます。

Informix® Enterprise

データベース

Informix データベースのデータを読み
書きできます。

Transformer

処理

抽出されたデータの処理、必要な変換
の実行のほか、他のアクティブ・ステ
ージや、ターゲット・データベースま
たはファイルにデータを書き込むステ
ージにデータを渡します。

BASIC Transformer

処理

Transformer ステージとほとんど同じ
ですが、InfoSphere DataStage BASIC
関数にアクセスできます。

Aggregator

処理

入力データをグループに分類し、各グ
ループの合計を計算したり、その他の
合計機能を実行し、それをジョブ内の
別のステージに渡します。

Join

処理

ステージに入力される 2 つ以上のデ
ータ・セットの結合処理を実行し、結
果のデータ・セットを出力します。

Merge

処理

1 つのソート済みマスター・データ・
セットと 1 つ以上のソート済み更新
データ・セットを結合します。
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表 10. ステージ・エディター (続き)
ステージ

タイプ

機能

Lookup

処理

データを出力する他のパラレル・ジョ
ブ・ステージからメモリーに読み取ら
れたデータ・セット、または参照出力
リンクをサポートするデータベース・
ステージの 1 つから出力されたデー
タ・セットに対して、ルックアップ処
理を実行します。また、Lookup File
Set ステージに含まれるルックアッ
プ・テーブルに対しても、ルックアッ
プを実行できます。

Sort

処理

入力列をソートします。

Funnel

処理

複数の入力データ・セットを、1 つの
出力データ・セットにコピーします。

Remove Duplicates

処理

1 つのソート済みデータ・セットを入
力として受け取り、すべての重複レコ
ードを削除し、結果を出力データ・セ
ットに書き込みます。

Compress

処理

UNIX の compress または GZIP ユー
ティリティーを使用してデータ・セッ
トを圧縮します。データ・セットは一
連のレコードからロー・バイナリー・
データのストリームに変換されます。

Expand

処理

UNIX の uncompress または GZIP ユ
ーティリティーを使用してデータ・セ
ットを解凍します。以前に圧縮された
データ・セットを変換して、ロー・バ
イナリー・データのストリームから一
連のレコードに戻します。

コピー

処理

1 つの入力データ・セットを複数の出
力データ・セットにコピーします。

Modify

処理

入力データ・セットのレコード・スキ
ーマを変更します。

フィルター

処理

ユーザーの指定した要件を満たす入力
データ・セットのレコードをそのまま
転送し、フィルター基準に合わないレ
コードはすべて除外します。

External Filter

処理

処理対象のデータに対してフィルター
として機能する UNIX コマンドを指
定できます。

Change Capture

処理

変更前と変更後を示す 2 つの入力デ
ータ・セットを受け取り、変更後デー
タ・セットとなるように変更前デー
タ・セットに加えられた変更を示すレ
コードを含んだ 1 つのデータ・セッ
トを出力します。
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表 10. ステージ・エディター (続き)
ステージ

タイプ

機能

Change Apply

処理

変更前データ・セットと変更後デー
タ・セット間の変更内容が入っている
変更 データ・セットを Change
Capture ステージから受け取り、エン
コードされている変更処理を変更前
データ・セットに適用して、変更後
データ・セットを算出します。

Difference

処理

同じデータ・セットの別バージョンで
ある 2 つの入力データ・セットを、
レコードごとに比較します。

比較

処理

2 つのソート済み入力データ・セット
のレコードを列ごとに比較します。

Encode

処理

指定された UNIX エンコード・コマ
ンドを使用してデータ・セットをエン
コードします。

Decode

処理

指定された UNIX デコード・コマン
ドを使用してデータ・セットをデコー
ドします。

Switch

処理

1 つのデータ・セットを入力として受
け取り、セレクター・フィールドの値
に基づいて、各入力レコードを出力デ
ータ・セットに割り当てます。

FTP

処理

データを別のマシンに FTP 転送でき
ます。

SAS (「Connectivity Guide for SAS」
を参照)

処理

SAS アプリケーションの一部または
全部をパラレルで実行できます。

Generic

処理

Orchestrate® オペレーターをジョブに
取り込むことができます。

Surrogate Key

処理

1 つ以上の「代理キー」列を生成し、
既存のデータ・セットに追加します。

Column Import

再構成

1 つの列からデータをインポートし、
1 つ以上の列に出力します。

Column Export

再構成

複数の異なるデータ・タイプの列か
ら、データ・タイプがストリングまた
はバイナリーの 1 つの列にデータを
エクスポートします。

Make Subrecord

再構成

入力データ・セット内の指定されたベ
クトルを、サブレコードのベクトルに
結合します。サブレコードの各列に
は、元のベクトルの名前とデータ・タ
イプが設定されます。

Split Subrecord

再構成

元のサブレコードの各エレメントごと
に 1 つのベクトル列を新しく作成し
ます。
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表 10. ステージ・エディター (続き)
ステージ

タイプ

機能

Combine Records

再構成

特定のキー列の値が一致するレコード
を、サブレコードのベクトルに結合し
ます。

Promote Subrecord

再構成

入力サブレコードの列を、最上位レベ
ルの列にプロモートします。

Make Vector

再構成

入力データ・レコードの指定された列
を、同じタイプの列のベクトルに結合
します。

Split Vector

再構成

固定長ベクトルのエレメントを、同じ
名前の最上位レベルの列のセットにプ
ロモートします。

Head

開発/デバッグ

入力データ・セットの各パーティショ
ンから先頭の N レコードを選択し、
選択したレコードを出力データ・セッ
トにコピーします。

Tail

開発/デバッグ

入力データ・セットの各パーティショ
ンから最後の N レコードを選択し、
選択したレコードを出力データ・セッ
トにコピーします。

Sample

開発/デバッグ

入力データ・セットをサンプリングし
ます。

Peek

開発/デバッグ

入力データ・セットのレコードを 1
つ以上の出力データ・セットにコピー
しながら、同時にステージでレコード
列の値をジョブ・ログまたは別の出力
リンクに出力できます。

Row Generator

開発/デバッグ

指定されたメタデータに合わせて模擬
データを生成します。

Column Generator

開発/デバッグ

入力データに列を追加し、処理される
これらの各データ行の列の模擬データ
を生成します。

Write Range Map

開発/デバッグ

範囲マップにデータを書き込みます。
このステージには 1 つの入力リンク
を設定できます。

各ステージ・タイプで使用される基本ステージ・エディターはすべて同じですが、ステージの編集時に実際
に表示されるページは、編集するステージのタイプによって異なります。以降のセクションでは、使用でき
るすべてのページ・タイプおよびサブタブについて説明します。各ステージ・タイプで使用される汎用エデ
ィター機能については、以降の章の個別のステージ・エディターの説明を参照してください。

「ステージ」ページ
すべてのステージ・エディターに「ステージ」ページがあります。
このページには、ステージ・タイプに応じて複数のサブタブが含まれています。「ステージ」ページそのも
のに含まれる、ただ 1 つのフィールドには編集中のステージの名前が表示されます。
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「全般」タブ
すべてのステージ・エディターに「全般」タブがあり、ステージに関する説明を任意に入力できます。
ここに説明を指定すると、ジョブの保守容易性が高まります。

「プロパティー」タブ
編集している特定のステージに設定が必要な全般プロパティーがある場合、「ステージ」ページに「プロパ
ティー」タブが表示されます。設定が必要なリンク固有のプロパティーがある場合、「プロパティー」タブ
が、「入力」ページと「出力」ページにも表示されます。
ほとんどの汎用ステージのプロパティーは、「ステージ」ページで設定されます。次の図で、「プロパティ
ー」タブの例を示します。

図 1. 「プロパティー」タブ

使用可能なプロパティーをツリー構造で表示します。プロパティーは、ユーザーが検索しやすいように各カ
テゴリーに分割されています。すべての必須プロパティーはデフォルトでツリーに組み込まれ、削除するこ
とはできません。値を設定しなければならない (すなわち、デフォルト値を持たない) プロパティーは警告
色 (デフォルトは赤) で表示されますが、値を設定すると黒に変わります。警告色を変更するには、「オプ
ション」ダイアログ・ボックスを開き (デザイナーのメインメニューで 「ツール」 > 「オプション ...」
を選択)、ツリーのトランスフォーマー項目を選択します。カラー・バーをクリックし、パレットから新し
い色を指定して、「無効な列の色」をリセットします。
プロパティーを設定するには、リストからプロパティーを選択し、「プロパティー値」フィールドに必要な
プロパティー値を指定します。このフィールドのタイトルと値の入力方式は、選択したプロパティーによっ
て変わります。上記の例では「キー」プロパティーが選択されているので、「プロパティー値」フィールド
は「キー」と呼ばれます。値を入力するには、ドロップダウン・リストから使用可能な入力列を 1 つ選択
します。ステージを適切に動作させるためにはキーの選択が必要なので、「キー」は赤で表示されます。
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「情報」フィールドには、ツリーで現在選択しているプロパティーの詳細が示されます。プロパティー値を
参照できる場合、または実行時に値を提供するジョブ・パラメーターを挿入できる場合は、フィールドの隣
に右矢印が表示されます。これをクリックすると、メニューが表示され、「ファイルの参照」ダイアログ・
ボックスまたは使用可能なジョブ・パラメーターのリストにアクセスできます (ジョブ・パラメーターは、
「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスで定義します。「InfoSphere DataStage デザイナー・クラ
イアント・ガイド」を参照してください)。
プロパティーの中にはデフォルト値を持つものがあり、それは、ツリーで選択してからショートカット・メ
ニューの「デフォルトに設定」を選択することで、いつでもデフォルトに戻すことができます。
プロパティーの中には、オプションのものもあります。オプションのプロパティーは、「追加可能なプロパ
ティー」フィールドに表示されます。オプションのプロパティーをクリックしてツリーに追加するか、プロ
パティーのショートカット・メニューで追加を選択します。ツリーでプロパティーを選択してから、ショー
トカット・メニューで「削除」を選択すると、追加したプロパティーを削除できます。
プロパティーの中には、反復できるものもあります。上記の例では、複数の「キー」プロパティーを追加で
きます。ツリーのトップレベルの「プロパティー」ノードを選択すると、「追加可能なプロパティー」リス
トに「キー」プロパティーが表示されます。「キー」項目をクリックして複数のキー・プロパティーをツリ
ーに追加できます。反復可能なプロパティーで列を引数として指定する場合、一度に複数の列を指定するダ
イアログ・ボックスが使用できます。ダイアログ・ボックスを開くには、プロパティー・ツリーの横の
「列」ボタンをクリックします。
「列の選択」ダイアログ・ボックスが開きます。左のペインに使用可能な列がすべて表示されます。右矢印
キーを使用して列の一部、または全部を選択します (左矢印キーで元に戻せます)。選択した列ごとに個別
のプロパティーが表示されます。
一部のプロパティーは従属プロパティーを持っています。これは、親プロパティーに関連付けられている
か、親プロパティーを変更するプロパティーです。これらの従属プロパティーは、ツリー構造で親の下に表
示されます。
プロパティーによっては、ジョブ・パラメーターを値として適用できるものがあります。このパラメーター
の値が実行時にプロパティーに対して使用されます。このようなプロパティーでは、「プロパティー値」ボ
ックスの横に矢印が表示されます。矢印をクリックすると、ドロップダウン・メニューが表示されます。
「ジョブ・パラメーターの挿入」を選択して、現在定義されているジョブ・パラメーターのリストが表示さ
れ、選択できます。(ジョブ・パラメーターに関する詳細は、「InfoSphere DataStage デザイナー・クライア
ント・ガイド」を参照してください)。
マルチライン・エディターに切り替えて、複数のプロパティーの値を入力できます。これは、「プロパティ
ー値」ボックスの横の矢印をクリックし、メニューから「マルチライン・エディターに切り替え」を選択し
て行います。
プロパティーの各機能は、ツリーで次のようなアイコンによって示されます。

従属プロパティーを持たない非反復プロパティー

従属プロパティーを持つ非反復プロパティー
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従属プロパティーを持たない反復プロパティー

従属プロパティーを持つ反復プロパティー
各ステージ・タイプのプロパティーについては、個々のステージの章を参照してください。

「詳細」タブ
すべてのステージ・エディターに「高度」タブがあります。
このタブでは次の作業を行うことができます。
v ステージの実行モードを指定します。「パラレル」と「順次」のどちらかの動作を選択できます。実行
モードを変更できないステージ・タイプの場合、このドロップダウン・リストは無効になります。「順
次」処理を選択すると、ステージは単一のノードでだけ実行されます。順次ステージとパラレル・ステ
ージを混在させた場合は、ステージとステージの間でデータのパーティション化およびコレクションが
行われます。ステージの「デフォルト」設定を選択して、InfoSphere DataStage に決定させることもでき
ます (ドロップダウン・リストに、デフォルトがパラレルか順次かが表示されます)。
v パーティション保持のフラグを設定またはクリアします (このフィールドは、すべてのステージ・タイプ
で利用できるというわけではありません)。このフラグは、ジョブ内の次のステージがパーティションを
保持することをこのステージが要求するかどうか指示します。「設定」、「クリア」、「伝搬」から選
択します。ステージ・タイプによっては、「伝搬」を使用できない場合があります。各オプションの動
作は次のとおりです。
– 「設定」。パーティションの保持フラグを設定します。設定すると、ジョブ内の次のステージに対し
て、可能な場合、既存のパーティションを保持するよう指示します。
– 「クリア」。パーティションの保持フラグをクリアします。次のステージで使用するパーティション
方式をこのステージで特定しないことを示します。
– 「伝搬」。ジョブ内の直前のステージでの設定に従い、フラグに「設定」または「クリア」を設定し
ます (直前のステージでの設定も「伝搬」だった場合は、パーティションの保持フラグに「伝搬」以
外を設定しているステージが検出されるまで遡って設定を行います)。
ステージの「デフォルト」設定を選択して、InfoSphere DataStage に決定させることもできます (ドロ
ップダウン・リストに、デフォルトが「設定」、「クリア」、または「伝搬」のいずれであるかが表
示されます)。
v 結合可能モードを指定します。InfoSphere DataStage は、パラレル・ステージの基盤となるオペレーター
を結合して、同一プロセスで実行することができます。これはユーザーからは見えません。これによっ
て、オペレーター間でのデータの受け渡しで、データ・コピーやデータ準備の作業量が大幅に節約され
ます。
結合可能モードの設定により、特定ステージでの望ましい結合方法を InfoSphere DataStage に指示しま
す。次の 3 つの設定のいずれかにできます。
– 「自動」。デフォルトの結合設定を使用します。
– 「結合可能」。オペレーターのデフォルト設定は無視して、可能であれば結合します (オペレーター
の中には、デフォルトで結合不可とマークされるものもあります)。
– 「結合しない」。オペレーターを結合しません。
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多くの場合、設定は自動のままでなければなりません。
v ノード・マップ、ノード・プール、リソース・プールの制約を指定します。構成ファイルを使用して、
関連するノードまたはリソースのプールを設定できます。「高度」タブでは、ステージの実行を特定の
ノードまたはリソース・プールに制限できます。さらにマップを使用して、そのステージでだけ実行が
制限されるノードのグループを指定できます。詳細を次のように指定します。
– 「ノード・プールとリソースの制約」。グリッドで制約を指定します。「制約」ドロップダウン・リ
ストから「ノード・プール」または「リソース・プール」を選択します。リソース・プールの「タイ
プ」を選択すると、実行を制限するプールの名前を選択します。複数のノードまたはリソース・プー
ルを選択できます。構成ファイルで複数のプールを定義した場合に限り有効にできます。
– 「ノード・マップの制約」。オプション・ボックスを選択して、実行を制限するノードをテキスト・
ボックスに入力します。使用可能なノードを参照してテキスト・ボックスに追加することもできま
す。この機能を使用して、構成ファイルに表示されない追加のノード・プールを設定することもでき
ます。
使用可能なノード、使用可能なノード・プール、および使用可能なリソース・プールのリストは、構
成ファイルから取り込まれます。

「リンク順序」タブ
複数のリンクを持っているステージでリンクの順序付けが必要な場合に、リンクの順序を指定するタブで
す。
このタブでは、必要に応じて入力リンクまたは出力リンクの順序を指定できます。リンク順序が重要でない
場合、またはリンク順序を指定できない場合、このタブは表示されません。
順序を指定するリンクの詳細情報は、リンク・ラベルに含まれます。ここでは、Join ステージの「リンク
順序」タブを例として示しています。 Join ステージは、左リンクおよび右リンクに関連して動作します。
ステージでどちらのリンクが実際に左、右として認識されるかを、このタブで示します。矢印キーを使用し
てリンクの順序を変更すると、リンク名は変わりますが、リンク・ラベルは変わりません。この例では、下
矢印ボタンを押すと「DSLink27」が左リンクになり、「DSLink26」が右リンクになります。
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61

図 2. 「リンク順序」タブ: Join ステージ

Join ステージには出力リンクを 1 つしか設定できないため、この例の「出力リンク・オーダー」セクショ
ンは使用できなくなっています。
次に、Merge ステージの「リンク順序」タブの例を示します。この場合は、入力リンクと出力リンクの順
序を指定できます。Merge ステージではストリーム・リンクに加えてリジェクト・リンクも扱われるた
め、このタブで順序を指定できます。ただし、リジェクト・リンクをストリーム・リンクの位置に移動する
ことはできません。ここでもリンク・ラベルにより、リンクがどのように使用されるかを示します。
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図 3. 「リンク順序」タブ: Merge ステージ

リンクの順序を指定できるかどうか、どのオプションを使用できるかについては、個々のステージに関する
説明を参照してください。

「NLS マップ」タブ
システムで NLS が有効になっている場合に、一部のステージでは「NLS マップ」タブが表示されます。
このタブを使用して、そのステージ用のプロジェクト・デフォルト文字コード・セット・マップを変更する
ことができます。ステージによっては列ごとのマッピング指定も可能にできます。列ごとのマッピングを有
効にすると、特定の列について文字セット・マップをオーバーライドできます (「列」タブに表示される
「NLS マップ」フィールドを使用します)。
リストからマップを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを指定しま
す。
現在、この機能をサポートしているステージは次のとおりです。
v Sequential File
v ファイル・セット
v ルックアップ・ファイル・セット
v External Source
v External Target
v DB2/UDB Enterprise (列ごとのマッピングはサポートされません)
v Oracle Enterprise (列ごとのマッピングはサポートされません)

第 4 章 ステージ・エディター

63

「NLS ロケール」タブ
「NLS ロケール」タブを使用して、ステージの照合規則を設定します。
システムで NLS が有効になっていると、一部のタイプのステージに「NLS ロケール」タブが表示されま
す。「NLS ロケール」タブでは、 現行のデフォルトの照合規則を表示し、必要に応じて別の照合規則をそ
のステージのデフォルトとして選択できます。ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カ
スタム照合規則を定義しているファイルを参照したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される
順序を定義します。例えば、文字 Ä は、ドイツでは A の次に照合されますが、スウェーデンでは Z の
次になります。照合規則は、Unicode データが含まれている列に適用されます。
リストからロケールを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用す
るか、または、照合ファイルを参照して指定します。
以下のタイプのステージには、「NLS ロケール」タブが表示されます。
v 式を評価するステージ。Transformer ステージなど。
v キー列の順序を評価する必要のあるステージ。
v Sort ステージ。

「入力」ページ
「入力」ページでは、ステージに入ってくるリンクの情報を指定します。ファイル・ステージまたはデータ
ベース・ステージの場合は、ファイルまたはデータベースに書き込まれるデータが入力リンクで入力されま
す。処理ステージまたは再構成ステージの場合、別のステージに出力する前に処理するデータが、入力リン
クで入力されます。
「入力」ページでは、ステージに入ってくるリンクの情報を指定します。ファイル・ステージまたはデータ
ベース・ステージの場合は、ファイルまたはデータベースに書き込まれるデータが入力リンクで入力されま
す。処理ステージまたは再構成ステージの場合、別のステージに出力する前に処理するデータが、入力リン
クで入力されます。入力リンクが存在しないステージの場合、ステージ・エディターに「入力」ページは存
在しません。
「入力」ページが存在する場合、そこにはステージ・タイプに応じてさまざまなタブが表示されます。「入
力」ページそのものに含まれるフィールドは「入力名」のみで、このフィールドには編集中のリンクの名前
が表示されます。ステージに複数の入力リンクがある場合は、編集するリンクを「入力名」ドロップダウ
ン・リストから選択できます。
「入力」ページには、「列...」ボタンもあります。このボタンをクリックすると、このリンクに定義されて
いるメタデータ内の列名を表示するウィンドウが開きます。必要に応じて、これらの列を「入力」ページの
各タブのさまざまなフィールドにドラッグできます。
特定のステージ・タイプには、「データ参照...」ボタンもあります。このボタンをクリックすると、特定の
データ・ソースまたはデータ・ターゲットに関連する実際のデータが表示されます。このボタンは、リンク
にメタデータが定義されている場合に使用可能です。ステージ・タイプやリンク・タイプに応じて、ファイ
ルを表示するインターフェースが微妙に変化することに注意してください。

「全般」タブ
「入力」ページには必ず「全般」タブがあります。
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「入力」ページには必ず「全般」タブがあります。このタブでは、リンクの説明 (省略可能) を入力できま
す。リンクの説明を入力すると、ジョブの保守容易性が高まります。

「プロパティー」タブ
編集している入力リンクなど、その特定のステージで設定が必要な全般プロパティーがある場合、「ステー
ジ」ページに、「プロパティー」タブが表示されます。
ファイル・ステージおよびデータベース・ステージのタイプによっては、特定の入力リンクに固有のプロパ
ティーを設定できるものがあります。その場合、「入力」ページに、「プロパティー」タブがあります。こ
れは、「ステージ」ページの「プロパティー」タブと同じフォーマットになります (「プロパティー」タブ
を参照してください)。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
ほとんどのパラレル・ステージには、デフォルトのパーティション方式またはコレクション方式が関連付け
られています。これは、ステージの実行モード (パラレルまたは順次) およびジョブ内の直前のステージの
実行モードに応じて使用されます。例えば、データ処理のモードが、直前のステージでは順次で現在のステ
ージではパラレルである場合、データは現在のステージに入力される際にパーティション化されます。逆
に、直前のステージではパラレル・モードでデータが処理されて、現在のステージでは順次モードである場
合、データは現在のステージに入力される際に収集されます。
必要に応じて、「パーティション」タブでデフォルトのパーティション方式またはコレクション方式をオー
バーライドできます。特定のリンクのステージに入力データが入る際に、選択済みの方式が入力データに適
用されると、「入力」ページ上に「パーティション 」タブが表示されます。このタブを使用して、2 つの
パラレル・ステージ間でデータを再パーティション化することもできます。両方のステージが順次モードで
実行される場合は、パーティション方式またはコレクション方式を選択できないため、フィールドは使用で
きなくなります。パーティション方式またはコレクション方式を選択できない一部のステージでも、このフ
ィールドは使用できなくなります。次の表に、「パーティション」タブで、どのような場合に何を設定でき
るかを示します。
直前のステージ

現行ステージ

「パーティション」タブのモード

パラレル

パラレル

パーティション

パラレル

順次

コレクション

順次

パラレル

パーティション

順次

順次

「なし (無効)」

また、「パーティション」タブを使用して、データの入力時にソートを実行するように指定することもでき
ます。
「パーティション」タブには、次のフィールドがあります。
v 「パーティション・タイプ」。ドロップダウン・リストからパーティション・タイプ (またはコレクショ
ン・タイプ) を選択できます。次のパーティション・タイプを使用できます。
– 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成フ
ァイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは、多
くのステージでのデフォルトの方法です。
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– 「全体」。各処理ノードがデータ・セット全体を受け取ります。詳細な情報は必要ありません。
– 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パ
ーティションにハッシュされます。
– 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用し
てパーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方
法です。
– 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。詳細な情報は必要ありません。
– 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション
化されます。詳細な情報は必要ありません。
– 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。詳細な情報は必要ありません。
– 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを
設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセ
スしてください。
– 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパー
ティションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行
するための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」
ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスしてください。
次のコレクション・タイプを使用できます。
– 「(自動)」。通常、「自動」モードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティション
のいずれかの行が使用可能になり次第、その行を読み取ります。これは最も処理が早いコレクション
方式で、多くのステージでデフォルトのコレクション方式になっています。環境によっては、収集し
たデータに対してソートなどの処理を行う必要があるかなどの追加の要件を InfoSphere DataStage が
検出します。「自動」モードでは、ソートが必要な場合にデータがソートされます。
– 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティショ
ンからすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。詳細な情報は必要ありま
せん。
– 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順
番に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションに到達すると、最初のパーティ
ションに戻って読み取りを続けます。
– 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
v 「利用可能」。入力リンクの入力列をリストします。キー列は「キー」アイコンで識別されます。列を
選択する必要があるパーティション方式またはコレクション方式の場合、リスト内の必要な列をクリッ
クするとその列が右側の「選択済み」リストに表示されます。このリストは、ソートする列を選択する
場合にも使用されます。
v 「選択済み」。このリストには、パーティション、コレクティング、またはソートの対象として選択さ
れた列とそれらの列に関する情報が表示されます。使用できる情報は、ソートが行われるかどうか (矢印
で示す)、ソートを行う場合のソート順 (昇順または降順) および照合シーケンス (EBCDIC としてソー
ト)、そして英数字キーが大/小文字を区別するかどうかについてです。NULL 可能列には、先頭または末
尾のどちらに置かれるかを示すマークが付けられます。ソート順、大/小文字の区別、照合シーケンス、
NULL の位置は、ショートカット・メニューから選択できます。該当する場合は、特定のキー列をソー
ト、パーティション化、またはその両方に使用するかについて、「使用」フィールドに示します。
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v 「ソート」このセクションにあるいくつかのチェック・ボックスを使用して、ソートの詳細を指定でき
ます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティション方式によって異なります。
– 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利
用可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
– 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。デフォ
ルトは「ステーブル」です。
– 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持
するよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコー
ドが保存されます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、EBCDIC としてソートするか、NULL 列が各列の先頭に現れる
か末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソート
のキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのか
も指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを
呼び出してください。利用できるソート・オプションの種類は、列のデータ・タイプ、NULL 可能か
どうか、選択されているパーティション方式によって異なります。
NLS を有効にした場合、「ソート」ボックスにボタンが追加されます。このボタンをクリックする
と、「ソート・プロパティー」ダイアログ・ボックスの「NLS ロケール」タブが開きます。現在の照
合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりできます。ま
た、ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義するファイル
を参照して指定したりもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。例えば、文字
Ä は、ドイツでは A の次に照合されますが、スウェーデンでは Z の次になります。リストからロケ
ールを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、ま
たは、照合ファイルを参照して指定します。
より複雑なソート処理が必要な場合は、Sort ステージを使用してください ( 360 ページの『Sort ステ
ージ』を参照)。

DB2 パーティション・プロパティー
「パーティション・タイプ」の「DB2」を選択し、「プロパティー」ボタンをクリックすると、このダイア
ログ・ボックスが表示されます。
パーティション方式を再現する DB2 表を指定できます。

範囲パーティション・プロパティー
範囲パーティション・プロパティーでは、パーティションの決定に使用する範囲マップを指定します。
「パーティション・タイプ」の「範囲」を選択し、「プロパティー」ボタンをクリックすると、このダイア
ログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、パーティションの決定に使用する範囲マ
ップを指定できます (範囲マップ・ファイルの作成は、Write Range Map ステージで行います。 670 ページ
の『Write Range Map ステージ』を参照してください)。 パス名を入力するか、またはファイルを参照して
指定します。

「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブでは、書き込み先の 1 つ以上のファイルのフォーマットを指定できます。
特定タイプのファイルに書き込みを行うステージ (例えば、Sequential File ステージ) には「フォーマッ
ト」タブもあり、書き込み先のファイルのフォーマットを指定できます。
第 4 章 ステージ・エディター

67

「フォーマット」タブの構造は「プロパティー」タブと似ています。フラット・ファイルには、複数の属性
を設定できるプロパティーがあります。ツリーでプロパティーを選択し、設定する属性を「追加可能なプロ
パティー」ボックスから選択します。これで、そのプロパティーがプロパティー・ツリーに従属プロパティ
ーとして表示されるので、必要に応じて値を設定できます。このタブでは、ファイルのフォーマット情報を
行レベルで設定します。「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用すると、列の設定を個別にオー
バーライドできます (フィールド・レベルのページを参照してください)。
「ロード」ボタンをクリックすると、リポジトリーにある表定義からフォーマット情報をロードできます。
プロパティー・ツリーのショートカット・メニューによって、次の機能にアクセスできます。
v 「フォーマット」。プロパティーの事前定義テンプレートを適用します。次の中から選択します。
– 区切り/引用符
– 固定長レコード
– UNIX 終端文字
– DOS 改行文字
– 終端文字なし (固定長)
– メインフレーム (COBOL)
v 「サブプロパティーを追加」。現在選択されているプロパティーの従属プロパティーのリストにアクセ
スできます (プロパティーに従属プロパティーがある場合に表示されます)。
v 「デフォルトに設定」。現在選択されているプロパティーにデフォルト以外の値が設定されている場合
に表示されます。選択すると、デフォルト値に戻すことができます。
v 「削除」。現在選択されているプロパティーを削除します。現在のプロパティーが必須である場合は、
無効です。
v 「すべて削除」。必須プロパティー以外のプロパティーをすべて削除します。

「列」タブ
「入力」ページには必ず「列」タブがあります。
タブには、選択した入力リンクの列メタデータがグリッドに表示されます。
グリッドへの入力には、さまざまな方法があります。
v リンクの接続先にメタデータが指定されている場合は、それが「列」タブに表示されます (メタデータは
リンクに関連付けられ、リンクをたどって伝達されます)。
v 必要なメタデータをグリッドに手動で入力できます。この作業が完了すると、「保存...」ボタンをクリッ
クして、メタデータを表定義としてリポジトリーに保存できます。リポジトリーに保存すると、以降の
作業で再利用できます。
v 既存の表定義をリポジトリーからロードできます。「ロード...」ボタンをクリックすると、ロードする表
定義をリストから選択できます。この方法でロードする場合、ロードされるものは列定義のみで、関連
のフォーマット情報 (「フォーマット」タブに設定される情報) があってもそれらはロードされないの
で、注意してください。
v デザイナーの「リポジトリー」ウィンドウからキャンバスのリンクまで、表定義をドラッグできます。
これによって、列定義および関連するフォーマット情報の両方を転送できます。
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「グリッド・プロパティー」ダイアログ・ボックスでオプションを選択すると (「InfoSphere DataStage デ
ザイナー・クライアント・ガイド」を参照)、「列」タブに「表定義参照」と「列定義参照」の 2 つのフィ
ールドが追加で表示されます。この 2 つのフィールドには、表定義と、タブ上の列の派生元となった個々
の列が表示されます。
行をクリックして、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選択すると、「列メタデータ編集」ダ
イアログ・ボックスが表示され、ダイアログ・ボックス・フォーマットで行の詳細を編集できます。また、
このダイアログ・ボックスの「パラレル」タブでは、パラレル・ジョブ列定義に固有のプロパティーを指定
できます。ダイアログ・ボックスに表示されるのは、現在のリンクに関連したプロパティーだけです。
「パラレル」タブでは、各列のプロパティーをさらに詳細に指定したり、データ・タイプ固有のプロパティ
ーを指定したりできます。コンプレックス・データ・タイプを指定する場合は、レベル番号も指定でき、指
定すると「レベル番号」フィールドが「列」ページのグリッドに表示されます。
NLS が有効で、列の基本タイプが string である場合、「拡張 (Unicode)」チェック・ボックスを選択し
て、列に Unicode データが含まれることを指定できます。プロパティーに文字を入力する場合、文字は通
常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS を有効にした場合)。
一部の表定義はフォーマット情報を必要とします。データをファイルに書き込む際、InfoSphere DataStage
が列や行の位置を認識できるよう追加情報を必要とする場合などがこれに該当します。行レベルでの表定義
のプロパティーは、対応するステージ・エディターの「フォーマット」タブで設定します。しかし、この設
定は、「パラレル」タブを使用して個々の列でオーバーライドできます。設定は次のカテゴリーの下にある
プロパティー・ツリーで行います。

フィールド・レベル
フィールド・レベルには、次のプロパティーがあります。
これには、次のプロパティーがあります。
v 「スキップするバイト数」。直前の列の末尾からこの列の先頭まで、指定された数のバイトをスキップ
します。
v 「区切り文字」。列の末尾の区切り文字を指定します。 ASCII 文字を入力するか、「空白」、「最終文
字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいずれかを選択します。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。列の終わりに書き込むストリングを指定します。 1 つ以上の文字を入力し
ます。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペ
ース。かぎ括弧の入力は不要です) を指定すると、列は「, 」で区切られます。
v 「入力時にドロップ」。データ・セットのメタデータを完全に定義する必要がありますが、その列をデ
ータ・セットに実際に読み取らないようにする場合に、このプロパティーを選択します。
v 「接頭部のバイト」。この列の接頭部として、バイナリー値で列の長さまたはタグ付き列のタグ値が設
定された 1、2、または 4 バイトを付けることを指定します。このオプションは可変長フィールドに使
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用できます。可変長フィールドは、区切り文字で区切られるか、またはフィールド長が設定された
1、2、または 4 バイトの接頭部が付きます。InfoSphere DataStage は、各フィールドの前に接頭部を挿
入します。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用されるためのものです。これ
を設定すると、InfoSphere DataStage が、読み取った各列についてメッセージを生成します。メッセージ
のフォーマットは次のとおりです。
インポートしています N: D

ここで、
– N は列名です。
– D はインポートされた列データです。D に印字不能文字が含まれている場合、その文字は、先頭にエ
スケープ文字が付加され、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。列にバイナリー・データ
が含まれる場合、8 進形式で出力されます。
v 「引用符」。可変長列を単一引用符、二重引用符、またはそれ以外の ASCII 文字や 1 対の ASCII 文字
を使用して囲むように指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。
v 「開始位置」。レコード内での列の開始位置を指定します。開始位置は、先頭レコード位置 (0) からの
絶対バイト・オフセット、または別の列の開始位置にできます。
v 「タグ・ケース値」。タグ付きサブレコードのサブフィールドに対応するタグ値を明示的に指定しま
す。デフォルトで、フィールドには 0 から N-1 (N はフィールドの数) までの番号が付けられます。
(タグ付きサブレコードは、タイプが可変の列です。タグ付きサブレコードのサブフィールドのタイプに
は、可能なタイプが想定されます。タグ付きサブレコードのタグ・ケース値で、そうしたタイプの中の
どれを使用してレコードの列値を解釈するかを選択します。)

ストリング・タイプ
さまざまなプロパティーに対してストリングのタイプを指定します。ストリングのタイプには、文字セッ
ト、デフォルト、EBCDIC を ASCII としてエクスポート、リンク・フィールドなどがあります。
これには、次のプロパティーがあります。
v 「文字セット」。ASCII または EBCDIC から選択します (ustring タイプ (Unicode) では選択できませ
ん)。
v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。EBCDIC 文字を ASCII 文字として書き込むように指定
する場合に、これを選択します (ustring タイプ (Unicode) では選択できません)。
v 「リンク・フィールド」。選択した場合、列が、レコードの他の可変長列の長さ、あるいはタグ付きレ
コード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示します。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。ASCII 文字を EBCDIC 文字として読み取るように指定す
る場合に、これを選択します (ustring タイプ (Unicode) では選択できません)。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
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す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表示される列のバイト数。数値を入力します。これは、数値をテ
キストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数を正確
に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「埋め込み文字」。ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文
字を指定します。文字 (string の場合は 1 バイト。ustring の場合はマルチバイトが可能) を入力する
か、NULL またはスペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサ
イズより大きい場合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいに
なるまで埋め込み文字が埋められます。スペースがデフォルトです。string、ustring、および数値デー
タ・タイプに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrec、または
tagged タイプにも適用されます。

Date タイプ
日付タイプの特性を指定できます。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式で入力します。
v 「データ・フォーマット」。列のデータ表示フォーマットを指定します。次の中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
date の場合、「バイナリー」を選択することは、date フィールドに「ユリウス」プロパティーを指定
することと同じです。「テキスト」を指定すると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを書き込
むよう指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式を定義
している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
このフォーマット・ストリングに日が含まれない場合、宛先のフィールドにはその月の 1 日が設定され
ます。フォーマット・ストリングに月と日が含まれない場合、デフォルトで 1 月 1 日になります。フ
ォーマット・ストリングに日が含まれる場合、月が必要です。すなわち、月のみを省略することはでき
ません。
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v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。

Time タイプ
Time タイプのプロパティーを記述します。Time タイプには、バイト・オーダー、文字セット、デフォル
ト、データ・フォーマット、フォーマット・ストリング、午前 0 時からの経過秒数などのプロパティーが
あります。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。列のデータ表示フォーマットを指定します。次の中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
time の場合、「バイナリー」は、 midnight_seconds と同じです。「テキスト」を指定すると、フィー
ルドが、 %hh:%nn:%ss という形式か、NLS システムで新しくデフォルト日付形式を定義した場合に
はその形式の時刻を表すことを指定します。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。デフォ
ルトは %hh-%mm-%ss です。フォーマットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してく
ださい。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。

Timestamp タイプ
Timestamp タイプのプロパティーを記述します。Timestamp タイプには、バイト・オーダー、文字セット、
データ・フォーマット、デフォルト、フォーマット・ストリングなどのプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「データ・フォーマット」。列のデータ表示フォーマットを指定します。次の中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。テキストは、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss という形式か、 NLS システムで新しくデフォ
ルト日付形式を定義した場合にはその形式でテキスト・ベースのタイム・スタンプを指定します。
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v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォーマットには日付ストリングと時刻スト
リングのフォーマットが結合されます。 34 ページの『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参
照してください。

Integer タイプ
「Integer タイプ」カテゴリーには、「バイト・オーダー」、「文字セット」、「C 言語フォーマット」な
どのプロパティーがあります。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。
v 「文字セット」。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを整数データに、デフォルト以外の方法で変換します。
このプロパティーでは、整数ストリングを読み書きする際に使用される C 言語のフォーマット・ストリ
ングを指定します。これは、sscanf() または sprintf() に渡されます。
v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。列のデータ表示フォーマットを指定します。次の中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。数値を入力
します。これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用してい
る場合は、長さを正確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な
最大幅を計算します。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフ
ィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表示される列のバイト数。数値を入力します。これは、数値をテ
キストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数を正確
に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを整数に変換する際に使用されるフォーマット・ストリン
グ。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の sscanf() 関数を呼び出
して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを整数または浮動小数点データに変換
します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマット」プロパティーを指
定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「リンク・フィールド」。選択した場合、列が、レコードの他の可変長列の長さ、あるいはタグ付きレ
コード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示します。
v 「出力フォーマット」。整数のデータをストリングに変換する際に使用されるフォーマット・ストリン
グ。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の sprintf() 関数を呼び出
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して、整数データとしてフォーマットされている数値フィールドをストリングに変換します。この関数
が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマット」プロパティーを指定して、フォーマ
ット引数を sprintf() に渡すことができます。
v 「埋め込み文字」。整数を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文字を指定します。
文字 (string にはシングルバイト、ustring にはマルチバイトが可) を入力するか、NULL またはスペース
を選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサイズより大きい場合に、埋
め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいになるまで埋め込み文字が埋
められます。デフォルトはスペースです。

Decimal タイプ
10 進数列の特性を指定できます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。
v 「文字セット」。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「小数点」。小数点として動作する文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。列のデータ表示フォーマットを指定します。次の中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。テキストでは、先行スペースまたは「-」の後に
10 進数が続くストリング・フォーマットで 10 進数を表します。スケールがゼロでない場合は、小数
点が付きます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケー
ルの引数は無視されます。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。数値を入力
します。これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用してい
る場合は、長さを正確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な
最大幅を計算します。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフ
ィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表示される列のバイト数。数値を入力します。これは、数値をテ
キストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数を正確
に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定します
(デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「確認」。データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場合は「いいえ」を選
択します。
「符号付き」。10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」を選択します。「いい
え」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号 (0xf) が書き込まれます。
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– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。10 進数列がテキスト・フォーマットで表される場合の精度を指定します。数値を入力しま
す。10 進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィールド
に定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。「精度」および
「スケール」プロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。これらが定義されている場
合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリ
ングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage
は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに
適合させます。
v 「丸め方式」。ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うようにソース・フィールド
を丸める方式を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合に、ソースの 10 進
数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage はソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先
のストリングの長さを判別します。デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバーラ
イドできます。その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込み
を行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で
指定されたサイズに適合させます。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合
に、ソースの 10 進数を丸める方法を指定します。

Float タイプ
浮動小数点型には複数のプロパティーがあります。
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v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを浮動小数点データに、デフォルト以外の方法で変換し
ます。このプロパティーでは、浮動小数点ストリングの読み取りに使用される C 言語フォーマット・ス
トリングを指定します。これは sscanf() に渡されます。
v 「文字セット」。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。
v 「デフォルト」。列のデフォルト値。生成ステージで書き込まれるデータに使用されます。エラー (書き
込み、読み取りのいずれの場合でも) を起こした列に対して、代わりに使用される値でもあります。
v 「データ・フォーマット」。列のデータ表示フォーマットを指定します。次の中から選択します。
– バイナリー
– テキスト
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。数値を入力
します。これは、数値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用してい
る場合は、長さを正確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な
最大幅を計算します。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールド
に適用されます。 record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフ
ィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表示される列のバイト数。数値を入力します。これは、数値をテ
キストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数を正確
に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを浮動小数点に変換する際に使用されるフォーマット・ス
トリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の sscanf() 関数を
呼び出して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを浮動小数点データに変換しま
す。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマット」プロパティーを指定し
て、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「リンク・フィールド」。選択した場合、列が、レコードの他の可変長列の長さ、あるいはタグ付きレ
コード・フィールドのタグ値の長さを保持することを示します。
v 「出力フォーマット」。浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用されるフォーマット・ス
トリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の sprintf() 関数を
呼び出して、浮動小数点データとしてフォーマットされている数値フィールドをストリングに変換しま
す。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマット」プロパティーを指定し
て、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
v 「埋め込み文字」。浮動小数点数を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文字を指定
します。文字 (string にはシングルバイト、ustring にはマルチバイトが可) を入力するか、NULL または
スペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサイズより大きい場
合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいになるまで埋め込み
文字が埋められます。デフォルトはスペースです。

NULL 可能
NULL 可能フィールドを使用して NULL 値を指定することができます。
これは、NULL 可能なフィールドの場合に表示されます。
v 「実フィールド長」。フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で埋めるバイト数を指定し
ます。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識別すると、この長さのフィールドを、充てん文
字で埋めて書き込みます。これは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
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v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドを読
み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィールド長に長さが設定されていると、そのフィールドに
NULL が含まれることを示します。可変長フィールドが書き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フ
ィールドに NULL が含まれると、NULL フィールド長の長さ値を書き込みます。このプロパティーは、
「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できま
す。例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、また
は ¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合
には、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。読み取
りの場合は、NULL を含むフィールドに入れられる値になります。書き込みの際は、ソースが NULL に
設定されている場合に、フィールドに与えられる値になります。数値、ストリング、または C 言語タイ
プのリテラル・エスケープ文字を指定できます。

ジェネレーター
Row Generator または Column Generator ステージで列が使用される場合、これにより、生成される模擬デ
ータに関する追加の詳細を指定できます。
実際に表示されるフィールドは、生成される列のデータ・タイプによって決まります。フィールドでは、生
成されるデータの機能を指定できます。例えば、整数であれば、値がランダムか、循環するかを指定できま
す。循環する場合には、初期値、増分、および限度を指定できます。ランダムの場合、乱数発生ルーチンの
シード値、負の値を含むかどうか、および制限を指定できます。
下のダイアグラムは、さまざまなデータ・タイプで使用可能な生成オプションを示します。
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サイクル
String

アルゴリズム

サイクル
Date

ランダム
エポック
lmCのno
Lの~を()
サイクル

Time

ランダム
スケール・
ファクター
lmCのno
サイクル

Timestamp

ランダム
エポック
lmCのno
Lの~を()
サイクル

Integer

ランダム

サイクル
Decimal

ランダム
ゼロのno
lmCのno
サイクル

Float

ランダム

アルファベット

C
ストリング

wx
yzC
{|
{|
シード
}B~き
wx
yzC
{|
{|
シード
}B~き
wx
yzC
{|
{|
シード
}B~き
wx
yzC
{|
{|
シード
}B~き
wx
yzC
{|
{|
シード
}B~き
wx
yzC
{|
{|
シード
}B~き

すべてのデータ・タイプ
string を除くすべてのデータ・タイプに、「サイクル」と「ランダム」の 2 つの処理の「タイプ」を指定
できます。
v 「サイクル」。サイクル・オプションは、1 つの列に値の反復パターンを生成します。次のオプション
の従属プロパティーがあります。
– 「増加」。次の出力レコードのフィールド値を作成するために加算される増分値。デフォルト値は、
「1」(Integer) または「1.0」(Float) です。
– 「初期値」。フィールド初期値 (最初の出力レコードの値)。デフォルト値は「0」です。
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– 「制限」。フィールド最大値。生成されるフィールド値がこの制限 より大きいと、値は初期値 に戻
ります。制限 のデフォルト値は、フィールドのデータ・タイプで許可される最大値です。
「part」に設定すると、パーティション番号を使用できます (例えば、4 ノード・システムの場合、
0、1、2、3)。また、「partcount」に設定すると、実行パーティションの合計を使用できます (例え
ば、4 ノード・システムの場合 4)。
v 「ランダム」。ランダム・オプションは、フィールドに対してランダムな値を生成します。次のオプシ
ョンの従属プロパティーがあります。
– 「制限」。生成されるフィールド最大値。制限 のデフォルト値は、フィールドのデータ・タイプで許
可される最大値です。
– 「シード」。ステージがフィールドを生成するために乱数発生ルーチンで使用するシード値。シード
の指定は必須ではありません。デフォルトで、そのステージは、「ランダム」オプションを持つすべ
てのフィールドに同じシード値を使用します。
– 「符号付き」。フィールドに符号付き値を生成するよう指定します (値の範囲は -制限 から +制限
です)。これを指定しないと、オペレーターは 0 から +limit の範囲で値を作成します。

制限 とシード に「part」を設定すると、パーティション番号を使用でき (例えば、4 ノード・システ
ムの場合、0、1、2、3)、「partcount」を設定すると、実行パーティションの総数を使用できます (例
えば、4 ノード・システムの場合 4)。

String
デフォルトでは、生成ステージはストリング・フィールドのすべてのバイトに同じ英数字を初期設定しま
す。ステージでは、次の文字が次の順番で使用されます。
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

例えば、長さが 5 のストリングのフィールドの値は、次のように生成されます。
aaaaa
bbbbb
ccccc
ddddd
...

最後の文字である大文字の Z に到達すると、値は小文字の a に折り返し、これを繰り返します。
「アルゴリズム」プロパティーを使用して、ストリング値の生成方法を決定することもできます。設定でき
る値は「サイクル」および「アルファベット」です。
v 「サイクル」。生成されるストリング・フィールドに、循環する離散的ストリング値のセットとして値
が割り当てられます。次の従属プロパティーがあります。
– 「値」。このプロパティーを反復して、生成されるデータで循環するストリング値を指定します。
v 「アルファベット」。生成されるストリング・フィールドに、文字ストリングとして値が割り当てられ
ます。文字ストリングの各文字が順番に使用されます。これは処理のデフォルト・モードと似ています
が、従属プロパティー「ストリング」を使用して、循環させるストリングを指定できる点が違います。

Decimal
「タイプ」プロパティーに加えて、10 進数列には次のプロパティーを指定できます。
v 「無効値の割合」。生成される列のうち、無効値が設定される割合。デフォルト設定は 10% です。
v 「ゼロの割合」。生成される 10 進数列のうち、10 進数のすべてのバイトに 2 進ゼロ (0x00) が設定さ
れる割合。デフォルト設定は 10% です。
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Date
「タイプ」プロパティーに加えて、日付列には次のプロパティーを指定できます。
v 「エポック」。生成される日付に設定できる最も小さい値を yyyy-mm-dd 形式で指定する場合に使用しま
す (すべての部分に先行ゼロが必要です)。デフォルトは、1960-01-01 です。
v 「無効値の割合」。生成される列のうち、無効値が設定される割合。デフォルト設定は 10% です。
v 「現在の日付を使用」。生成されるすべての行で、この列にその日の日付が設定されます。このプロパ
ティーを設定した場合、他のすべてのプロパティーは無視されます。

Time
「タイプ」プロパティーに加えて、時刻列には次のプロパティーを指定できます。
v 「無効値の割合」。生成される列のうち、無効値が設定される割合。デフォルト設定は 10% です。
v 「スケール・ファクター」。時刻の値をインクリメントする際の乗数を指定します。例えば、スケー
ル・ファクターが 60、増分が 1 の場合、フィールドの値は 60 秒ずつ増分されます。

Timestamp
「タイプ」プロパティーに加えて、時刻列には次のプロパティーを指定できます。
v 「エポック」。生成される日付に設定できる最も小さい値を yyyy-mm-dd 形式で指定する場合に使用しま
す (すべての部分に先行ゼロが必要です)。デフォルトは、1960-01-01 です。
v 「現在の日付を使用」。生成されるすべての行で、この列にその日の日付が設定されます。このプロパ
ティーを設定した場合、他のすべてのプロパティーは無視されます。
v 「無効値の割合」。生成される列のうち、無効値が設定される割合。デフォルト設定は 10% です。
v 「スケール・ファクター」。時刻の値をインクリメントする際の乗数を指定します。例えば、スケー
ル・ファクターが 60、増分が 1 の場合、フィールドの値は 60 秒ずつ増分されます。

ベクトル
このプロパティーを使用して、可変長ベクトルと、長さの分かっているベクトルを指定します。
編集している行が、可変長ベクトルの列を表す場合は、「可変」チェック・ボックスに印を付けます。「ベ
クトル」プロパティーが表示されます。次の 2 つのいずれかの方法で、ベクトルのサイズを指定します。
v 「リンク・フィールド参照」。可変長ベクトルのエレメント数を含む列の名前。 integer または float タ
イプでなければならず、またリンク・フィールド・プロパティーの設定が必要です。
v 「ベクトルの接頭部」。ベクトルのエレメント数を含む 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭
部を指定します。
編集する行が、長さの分かっているベクトルの列を表す場合、「ベクトル OCCURS」ボックスにエレメン
ト数を入力します。

サブレコード
編集する行が、サブレコードの一部である列を表す場合、「レベル番号」列は、サブレコード構造内の列の
レベルを示します。
「レベル番号」列は、サブレコード構造内の列のレベルを示します。
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列のレベル番号を指定すると、直前の列がサブレコードとして識別されます。サブレコードはネストできる
ので、より大きなレベル番号を持つ他のサブレコードを含めることができます (例えば、レベル 05 内にレ
ベル 06 をネストできます)。サブレコード・フィールドには、タグ付きサブレコードであることを示す
「タグ付き」チェック・ボックスがあります。

拡張
データ・タイプを変更できます。
特定のデータ・タイプでは、「拡張」チェック・ボックスが表示され、次のようにデータ・タイプを変更で
きます。
v 「Char」、「VarChar」、「LongVarChar」。選択すると、ベースとなるデータ・タイプが ustring で
あることを指定します。
v 「時間」。選択すると、時間フィールドにマイクロ秒が含まれることを示します。
v 「タイム・スタンプ」。選択すると、タイム・スタンプ・フィールドにマイクロ秒が含まれることを示
します。
v 「TinyInt」、「SmallInt」、「Integer」、「BigInt」の各タイプ。選択すると、ベースとなるデータ・タ
イプが相当する uint のフィールドと同じであることを示します。

「入力」ページ -「高度」タブ
「高度」タブでは、このステージに入力されるデータを InfoSphere DataStage がバッファリングする方法
を指定できます。
デフォルトで、InfoSphere DataStage は、デッドロックが発生しないような方法でデータをバッファーに入
れます。デッドロックとは、複数のステージが相互に従属しているために、他のステージからの入力待ち状
態になり、その入力を受け取るまでデータを出力できない状態を指します。
通常、バッファーのサイズと処理は、すべてのステージのすべてのリンクで同じです (デフォルト値の設定
には環境変数を使用できます)。
「高度」タブを使用すると、リンク単位でバッファーの設定を指定できます。変更した結果がどうなるかを
完全に理解している場合にのみ、設定を変更してください (理解していないで変更すると、デッドロックが
発生する可能性があります)。
このタブで行う変更は、このリンクに接続されるもう一方のステージ「出力」ページの「高度」タブに自動
的に反映されます。
設定は次のとおりです。
v 「バッファリング・モード」。ドロップダウン・リストから次のいずれかを選択します。
– 「(デフォルト)」。環境変数で指定されたデフォルト設定を無条件に使用します (APT_BUFFERING
_POLICY 環境変数の値を明示的に変更しない限り、「自動バッファリング」になります)。
– 「自動バッファリング」。データ・フローのデッドロック状態を回避するために必要な場合に限っ
て、出力データをバッファーに入れます。
– 「バッファリング」。このステージから出力されるすべてのデータを無条件でバッファーに入れま
す。
– 「バッファリングしない」。どのような状況下でも出力データをバッファーに入れません。慎重に使
用しないと、デッドロック状況に陥る可能性があります。
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「自動バッファリング」または「バッファリング」オプションを選択した場合は、各種バッファリング・パ
ラメーターの値も設定できます。
v 「最大メモリー・バッファー・サイズ (バイト)」。バッファーごとに使用される仮想メモリーの最大量
をバイト単位で指定します。 デフォルト・サイズは 3145728 (3 MB) です。
v 「メモリー・バッファー・レート (%)」。使用可能なメモリー内のバッファーのうち、ここで指定した
量のバッファーが使用されると、バッファーの内容が出力されます。この量は「最大メモリー・バッフ
ァー・サイズ (バイト)」のパーセンテージで示します。バッファー内のデータ量がこの値よりも少ない
場合、新しいデータは自動的に受け入れられます。データ量がこの値を超えると、バッファーは、それ
以上データを受け入れる前に、バッファーに入っているデータの一部の書き込みを試行します。
デフォルト値は「最大メモリー・バッファー・サイズ」の 50% です。100% より大きい値を設定するこ
ともできますが、その場合、バッファーは「最大メモリー・バッファー・サイズ」に対する割合がその
値に達するまでデータを保管し続けてからディスクへの書き込みを開始します。
v 「バッファリング上限値 (バイト)」。メモリーとディスクの両方を使用して一度にバッファリングでき
るデータの最大量を指定します。デフォルト値はゼロです。すなわち、バッファー・サイズの制限に影
響するものは、構成ファイルで指定された使用可能なディスク・スペース (resource scratchdisk) のみに
なります。「バッファリング上限値 (バイト)」にゼロ以外の値を設定すると、バッファーに格納できる
データは、この値 (バイト数) に 1 ブロックをプラスしたサイズに制限されます (1 ブロックに格納で
きるデータは 32 KB 以内です)。
「バッファリング上限値」に「最大メモリー・バッファー・サイズ」と等しい値またはそれよりわずか
に小さい値を設定し、「メモリー・バッファー・レート」に 1.0 を設定すると、ディスクへの書き込み
を行わない、容量が限定されるバッファーを作成できます。ただし、バッファーのサイズはシステムの
仮想メモリーによって制限されており、バッファーがいっぱいになるとデッドロックが発生することが
あります。
v 「ディスク・ブロック・サイズ (バイト)」。バッファリング・オペレーターによりディスク間で移動す
るデータ・ブロックのサイズをバイト単位で指定します。 デフォルトは 1048576 (1 MB) です。データ
が少量の場合、この値の調整は、ディスク・アクセスの量とデータのスループットの釣り合いを考慮し
ながら行わなければなりません。ブロック・サイズを大きくするとディスク・アクセスは減りますが、
データが小さい単位で読み取り/書き込みされる場合は、パフォーマンスが低下します。ブロック・サイ
ズを小さくすると、スループットは向上しますが、ディスク・アクセスの量は増える可能性がありま
す。

「出力」ページ
「出力」ページでは、ステージから出力されるリンクの情報を指定します。
ファイル・ステージまたはデータベース・ステージの場合、出力リンクはファイルまたはデータベースから
読み取られたデータを出力します。処理ステージや再構成ステージの場合は、そのステージで処理したデー
タを出力します。出力リンクが存在しないステージの場合、ステージ・エディターに「出力」ページは存在
しません。
「出力」ページが存在する場合、そこにはステージ・タイプに応じてさまざまなタブが表示されます。「出
力」ページそのものに含まれるフィールドは「出力名」のみで、このフィールドには編集中のリンクの名前
が表示されます。ステージに複数の出力リンクがある場合は、編集するリンクを「出力名」ドロップダウ
ン・リストから選択できます。
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「出力」ページには、「列...」ボタンもあります。「列...」をクリックすると、ウィンドウが開き、このリ
ンクに定義されているメタデータの列名が表示されます。必要に応じて、これらの列を「出力」ページの各
タブのさまざまなフィールドにドラッグできます。
特定のステージ・タイプには、「データ参照...」ボタンもあります。このボタンをクリックすると、特定の
データ・ソースまたはデータ・ターゲットに関連する実際のデータが表示されます。このボタンは、リンク
にメタデータが定義されている場合に使用可能です。
Sequential File ステージには、「データ参照...」の代わりに「ファイルを表示...」ボタンがあります。これ
は、ディスク上に作成されたフラット・ファイルを表示します。

「全般」タブ
「出力」ページには必ず「全般」タブがあります。
このタブでは、リンクの説明 (省略可能) を入力できます。リンクの説明を入力すると、ジョブの保守容易
性が高まります。

「プロパティー」タブ
編集している出力リンクなど、その特定のステージで設定が必要な全般プロパティーがある場合、「ステー
ジ」ページに、「プロパティー」タブが表示されます。
ファイル・ステージおよびデータベース・ステージのタイプによっては、特定の出力リンクに固有のプロパ
ティーを設定できるものがあります。その場合、「出力」ページに、「プロパティー」タブがあります。こ
れは、「ステージ」ページの「プロパティー」タブと同じフォーマットになります (「プロパティー」タブ
を参照してください)。

「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブでは、読み取り元の 1 つ以上のファイルのフォーマットを指定できます。
特定タイプのファイルを読み取るステージ (例えば、Sequential File ステージ) には「フォーマット」タブ
もあり、読み取るファイルのフォーマットを指定できます。
「フォーマット」ページの構造は「プロパティー」ページと似ています。フラット・ファイルには、複数の
属性を設定できるプロパティーがあります。ツリーでプロパティーを選択し、設定する属性を「追加可能な
プロパティー」ウィンドウから選択します。これで、そのプロパティーがプロパティー・ツリーに従属プロ
パティーとして表示されるので、必要に応じて値を設定できます。このタブでは、ファイルのフォーマット
情報を行レベルで設定します。「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用すると、列の設定を個別
にオーバーライドできます (フィールド・レベルを参照してください)。
フォーマットの詳細は表定義にも保管されています。「ロード...」ボタンを使用すると、リポジトリーに保
管されている表定義からフォーマットをロードできます。
プロパティー・ツリーのショートカット・メニューによって、次の機能にアクセスできます。
v 「フォーマット」。プロパティーの事前定義テンプレートを適用します。次の中から選択します。
– 区切り/引用符
– 固定長レコード
– UNIX 終端文字
– DOS 改行文字
第 4 章 ステージ・エディター

83

– 終端文字なし (固定長)
– メインフレーム (COBOL)
v 「サブプロパティーを追加」。現在選択されているプロパティーの従属プロパティーのリストにアクセ
スできます (プロパティーに従属プロパティーがある場合に表示されます)。
v 「デフォルトに設定」。現在選択されているプロパティーにデフォルト以外の値が設定されている場合
に表示されます。選択すると、デフォルト値に戻すことができます。
v 「削除」。現在選択されているプロパティーを削除します。現在のプロパティーが必須である場合は、
無効です。
v 「すべて削除」。必須プロパティー以外のプロパティーをすべて削除します。

「列」タブ
「出力」ページには必ず「列」タブがあります。
このタブでは、選択した出力リンクの列メタデータがグリッド内に表示されます。
グリッドへの入力には、さまざまな方法があります。
v リンクの接続先にメタデータが指定されている場合は、それが「列」タブに表示されます (メタデータは
リンクに関連付けられ、リンクをたどって伝達されます)。
v 必要なメタデータをグリッドに手動で入力できます。この作業が完了すると、「保存...」ボタンをクリッ
クして、メタデータを表定義としてリポジトリーに保存できます。リポジトリーに保存すると、以降の
作業で再利用できます。
v 既存の表定義をリポジトリーからロードできます。「ロード...」ボタンをクリックすると、ロードする表
定義をリストから選択できます。
v 編集中のステージが「マッピング」タブを持つ汎用ステージまたは再構成ステージの場合、データを左
のペインから右のペインにドラッグできます。これで、右のペインと「列」タブに自動的にデータが設
定されます。
InfoSphere DataStage アドミニストレーターでランタイム列伝搬を有効にしている場合、「ランタイム列伝
搬」オプションを選択して、メタデータが明示的に定義されていない列がステージで検出されても、それら
の列を使用できるようにすることを指定できます。次のステージ・タイプでランタイム列伝搬を使用する場
合は、特に考慮する点があります。
v Sequential File
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
以上のステージの詳細については、それぞれのステージに関する説明を参照してください。
選択された出力リンクがリジェクト・リンクである場合、列メタデータ・グリッドは読み取り専用であり、
修正できません。
「グリッド・プロパティー」ダイアログ・ボックスでオプションを選択すると (「InfoSphere DataStage デ
ザイナー・クライアント・ガイド」を参照)、「列」タブに「表定義参照」と「列定義参照」の 2 つのフィ
ールドが追加で表示されます。この 2 つのフィールドには、表定義と、タブ上の列の派生元となった個々
の列が表示されます。
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行をクリックして、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選択すると、「列メタデータ編集」ダ
イアログ・ボックスが表示され、ダイアログ・ボックス・フォーマットで行の詳細を編集できます。また、
このダイアログ・ボックスの「パラレル」タブでは、パラレル・ジョブ列定義に固有のプロパティーを指定
できます。ここで指定できるプロパティーは、入力リンクで指定できるものと同じです。

「マッピング」タブ
処理および再構成のステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列
を出力列にマッピングさせるか、あるいは、出力列をどのように生成するかを指定することができます。
左のペインには、入力列または生成された列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では
変更できません。これらの列は、ステージが入力データを処理したあとに生成したデータを示します。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。出
力列定義をまだ定義していない場合には、列をドラッグすることで自動的に定義されます。既に、出力列を
定義している場合、InfoSphere DataStage が、可能な限りマッピングを実行します。自動マッチング機能を
使用して明示的にマッピングを実行させることができますが、「マッピング」タブで単に「OK」をクリッ
クしても暗黙的に実行されます (これは、名前についての自動マッチングと同じです)。
また、複数列を選択する機能や複数の出力仕様を編集する機能など、さまざまな列選択と編集の機能にアク
セスできるショートカット・メニューもあります (この機能については、『Transformer ステージ』の章に
説明があります)。
例えば、出力データが入力データのサブセットである場合などに、左側の列のうち一部だけにマッピングを
行うように指定できます。しかし、そのリンクで「ランタイム列伝搬」がオンになっている場合、マッピン
グしなかったデータも、ともかく出力リンクには送られることに注意してください。
ステージ・エディターを開かなくても、マッピングは実行できます。デザイナー・キャンバスでステージを
選択して、ショートカット・メニューから、「自動マップ」を選択します。
各ステージのマッピング処理については、個々のステージに関する説明を参照してください。
ステージ

章

ステージ

章

Aggregator

306 ページの『Aggregator
ステージ』

Change Capture

438 ページの『Change
Capture ステージ』

Join

319 ページの『Join ステー
ジ』

Change Apply

448 ページの『Change
Apply ステージ』

Funnel

373 ページの『Funnel ステ
ージ』

Difference

457 ページの『Difference
ステージ』

ルックアップ

338 ページの『Lookup ステ Column Import
ージ』

539 ページの『Column
Import ステージ』

ソート

360 ページの『Sort ステー
ジ』

Column Export

556 ページの『Column
Export ステージ』

Merge

329 ページの『Merge ステ
ージ』

Head

625 ページの『Head ステー
ジ』

Remove Duplicates

383 ページの『Remove
Duplicates ステージ』

Tail

632 ページの『Tail ステー
ジ』

Sample

638 ページの『Sample ステ Peek
ージ』

648 ページの『Peek ステー
ジ』
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ステージ

章

ステージ

章

Column Generator

662 ページの『Column
Generator ステージ』

SAS

Connectivity Guide for SAS

コピー

397 ページの『Copy ステー
ジ』

右のペインでショートカット・メニューを表示して、次の処理を行うことができます。
v 列名の検索および置換。
v 入力した出力仕様の検証。
v 既存の出力仕様のクリア。
v 新規列の付加。
v すべての列の選択。
v 現在の位置への新規列の挿入。
v 選択した列の削除。
v 列の切り取りおよびコピー。
v 列全体の貼り付け。
v 列の出力仕様だけの貼り付け。
「検索」ボタンをクリックすると開くダイアログ・ボックスで、特定の出力列を検索できます。
「自動マッチング」ボタンをクリックすると開くダイアログ・ボックスで、指定した基準に従って左のペイ
ンの列を右のペインの列に自動的にマッピングできます。
「位置マッチング」を選択すると、入力列は対応する位置にある出力列にマッピングされます。「名前の一
致」を選択すると、名前によるマッチングが行われます。すべての列が名前でマッピングされるようにする
か、選択した列のみがマッピングされるようにするかを指定できます。また、入力列/出力列の接頭部/接尾
部を無視するように指定することも、大/小文字の区別を無視するように指定することもできます。

「詳細」タブ
「高度」タブでは、このステージから出力されるデータを InfoSphere DataStage がバッファリングする方
法を指定できます。
デフォルトで、InfoSphere DataStage は、デッドロックが発生しないような方法でデータをバッファーに入
れます。デッドロックとは、複数のステージが相互に従属しているために、他のステージからの入力待ち状
態になり、その入力を受け取るまでデータを出力できない状態を指します。
通常、バッファーのサイズと処理は、すべてのステージのすべてのリンクで同じです (デフォルト値の設定
には環境変数を使用できます)。
「高度」タブを使用すると、リンク単位でバッファーの設定を指定できます。変更した結果がどうなるかを
完全に理解している場合にのみ、設定を変更してください (理解していないで変更すると、デッドロックが
発生する可能性があります)。
このタブで行う変更は、このリンクに接続されるもう一方のステージ「入力」ページの「高度」タブに自動
的に反映されます。
設定は次のとおりです。
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v 「バッファリング・モード」。ドロップダウン・リストから次のいずれかを選択します。
– 「(デフォルト)」。環境変数で指定されたデフォルト設定を無条件に使用します (APT_BUFFERING
_POLICY 環境変数の値を明示的に変更しない限り、「自動バッファリング」になります)。
– 「自動バッファリング」。データ・フローのデッドロック状態を回避するために必要な場合に限っ
て、出力データをバッファーに入れます。
– 「バッファリング」。このステージから出力されるすべてのデータを無条件でバッファーに入れま
す。
– 「バッファリングしない」。どのような状況下でも出力データをバッファーに入れません。慎重に使
用しないと、デッドロック状況に陥る可能性があります。
「自動バッファリング」または「バッファリング」オプションを選択した場合は、各種バッファリング・パ
ラメーターの値も設定できます。
v 「最大メモリー・バッファー・サイズ (バイト)」。バッファーごとに使用される仮想メモリーの最大量
をバイト単位で指定します。 デフォルト・サイズは 3145728 (3 MB) です。
v 「メモリー・バッファー・レート (%)」。使用可能なメモリー内のバッファーのうち、ここで指定した
量のバッファーが使用されると、バッファーの内容が出力されます。この量は「最大メモリー・バッフ
ァー・サイズ (バイト)」のパーセンテージで示します。バッファー内のデータ量がこの値よりも少ない
場合、新しいデータは自動的に受け入れられます。データ量がこの値を超えると、バッファーは、それ
以上データを受け入れる前に、バッファーに入っているデータの一部の書き込みを試行します。
デフォルト値は「最大メモリー・バッファー・サイズ」の 50% です。100% より大きい値を設定するこ
ともできますが、その場合、バッファーは「最大メモリー・バッファー・サイズ」に対する割合がその
値に達するまでデータを保管し続けてからディスクへの書き込みを開始します。
v 「バッファリング上限値 (バイト)」。メモリーとディスクの両方を使用して一度にバッファリングでき
るデータの最大量を指定します。デフォルト値はゼロです。すなわち、バッファー・サイズの制限に影
響するものは、構成ファイルで指定された使用可能なディスク・スペース (resource scratchdisk) のみに
なります。「バッファリング上限値 (バイト)」にゼロ以外の値を設定すると、バッファーに格納できる
データは、この値 (バイト数) に 1 ブロックをプラスしたサイズに制限されます (1 ブロックに格納で
きるデータは 32 KB 以内です)。
「バッファリング上限値」に「最大メモリー・バッファー・サイズ」と等しい値またはそれよりわずか
に小さい値を設定し、「メモリー・バッファー・レート」に 1.0 を設定すると、ディスクへの書き込み
を行わない、容量が限定されるバッファーを作成できます。ただし、バッファーのサイズはシステムの
仮想メモリーによって制限されており、バッファーがいっぱいになるとデッドロックが発生することが
あります。
v 「ディスク・ブロック・サイズ (バイト)」。バッファリング・オペレーターによりディスク間で移動す
るデータ・ブロックのサイズをバイト単位で指定します。 デフォルトは 1048576 (1 MB) です。データ
が少量の場合、この値の調整は、ディスク・アクセスの量とデータのスループットの釣り合いを考慮し
ながら行わなければなりません。ブロック・サイズを大きくするとディスク・アクセスは減りますが、
データが小さい単位で読み取り/書き込みされる場合は、パフォーマンスが低下します。ブロック・サイ
ズを小さくすると、スループットは向上しますが、ディスク・アクセスの量は増える可能性がありま
す。
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第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み
パレットのファイル・セクション内のステージを使用してファイルのデータの読み取りおよび書き込みを行
うことができます。

Data Set ステージ
Data Set ステージは、データ・セットに対してデータの読み書きを行うための、ファイル・ステージで
す。
Data Set ステージはファイル・ステージです。このステージを使用して、データ・セットのデータを読み
書きできます。このステージには 1 つの入力リンクまたは 1 つの出力リンクを設定できます。パラレル・
モードまたは順次モードで実行するように設定できます。
データ・セットとは何でしょうか。パラレル・ジョブはデータ・セットを使用してジョブ内のデータを管理
します。ジョブ内の各リンクでデータ・セットが運ばれると考えてよいでしょう。Data Set ステージで
は、処理中のデータを永続的なフォームで保管でき、このデータを今度は InfoSphere DataStage の他のジ
ョブが使用できます。データ・セットはオペレーティング・システム・ファイルであり、各ファイルは、制
御ファイルから参照され、慣例により接尾部は .ds です。データ・セットを適切に使用すると、一連のリ
ンクされたジョブのパフォーマンスをよくするキーとなりえます。また、データ・セット管理ユーティリテ
ィーを使用すると、ジョブからは独立してデータ・セットを管理できます。このユーティリティーは、
InfoSphere DataStage デザイナーまたはディレクターから使用できます。

ステージ・エディターに表示されるページは、データ・セットの読み取りと書き込みのどちらを実行するか
によって変わり、最大で次の 3 つのページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。データ・セットへの書き込みを行う場合に表示されます。ここで書き込むデータ・セ
ットの詳細を指定します。
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v 「出力」ページ。データ・セットから読み取りを行う場合に表示されます。ここで読み取るデータ・セ
ットの詳細を指定します。

Data Set ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Data Set ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Data Set ステージをジョブに組
み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機
能にアクセスできるショートカットも多数用意してあります。このセクションでは、基本的な方式を説明し
ますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかを理解できるようになります。
必要な手順は、Data Set ステージを使用して、データ・セットに対する読み取りまたは書き込みのどちら
の処理を行うかによって変わります。

データ・セットへの書き込み
ターゲット・データ・セット用の制御ファイルのパス名を指定することによって、データ・セットに書き込
むことができます。

このタスクについて
v 入力リンクの「プロパティー」タブで、ターゲット・データ・セット用の制御ファイルのパス名を指定
します。「更新ポリシー」プロパティーを設定するか、デフォルト設定の「上書き」を適用します。
v 列メタデータをデータ・セットに必ず指定します (この処理は直前のステージで既に実行されている場合
もあります)。

データ・セットからの読み取り
制御ファイルのパス名を指定することによって、データ・セットから読み取ることができます。

このタスクについて
v 出力リンクの「プロパティー」タブに、ソース・データ・セット用の制御ファイルのパス名を指定しま
す。
v 列メタデータをデータ・セットに必ず指定します。

Data Set ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。

Data Set ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
データ・セットの内容は構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノ
ード制約によって処理されます。順次モードでは、データ・セットの内容はすべてコンダクター・ノー
ドによって処理されます。
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v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。「伝搬」、「設定」、または「クリア」から選択できます。「設定」を選
択すると、次のステージは、ファイル読み取り処理時、パーティションを現状のまま保持するよう要求
されます。「伝搬」を選択すると、直前のステージからフラグ設定が取得されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Data Set ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、Data Set ステージがデータをデータ・セットに書き込む方法の詳細を指定できま
す。Data Set ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、Data Set ステージがデータをデータ・セットに書き込む方法の詳細を指定できま
す。Data Set ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、リンク
機能の詳細を正確に指定できます。「列」タブでは、データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入
力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Data Set ステージのプロパティーの詳細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Data Set ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブには、Data Set ステージに関連するプロパティーおよびそれらの属性のリストが表
示されます。
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、
入力データを書き込む方法と、書き込み先のデータ・セットが決定されます。一部のプロパティーは必須指
定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デ
フォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 11. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
ターゲット/ファ
イル

値

デフォルト

必須

反復

従属

パス名

N/A

はい

いいえ

N/A
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表 11. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー
ターゲット/更新
ポリシー

値

デフォルト

追加/作成 (存在す 上書き
るとエラー)/上書
き/既存を使用 (レ
コードを破棄)/既
存を使用 (スキー
マとレコードを破
棄)

必須

反復

従属

はい

いいえ

N/A

Data Set ステージ: 「ターゲット」カテゴリー:
Data Set ステージ: 「ターゲット」カテゴリーには、「ファイル」プロパティーと「更新ポリシー」プロパ
ティーが含まれています。「ファイル」は、データ・セットの制御ファイルの名前です。「更新ポリシー」
は、書き込み先のデータ・セットが既に存在している場合のアクションを指定します。
ファイル
データ・セットの制御ファイルの名前。ファイルを参照するか、またはジョブ・パラメーターを入力するこ
とができます。慣例により、このファイルのサフィックスは .ds です。
更新ポリシー
書き込みデータ・セットが既に存在している場合のアクションを指定します。次の中から選択します。
v 「追加」。既存データに新規データを追加します。
v 「作成」(存在する場合はエラー)。InfoSphere DataStage は、データ・セットが既に存在する場合はエラ
ーを報告します。
v 「上書き」。既存データを新規データで上書きします。
v 「既存を使用 (レコードを破棄)」。記述子ファイル (例えば、datasetname.ds または filesetname.fs)
にリストされている既存のファイルは保持しますが、古いレコードは破棄します。別のスキーマのデー
タ・セットが既に存在する場合、ユーザーはエラーを受け取ります。
v 「既存を使用 (レコードおよびスキーマを破棄)」。記述子ファイル (例えば、datasetname.ds または
filesetname.fs) にリストされている既存のファイルは保持しますが、古いスキーマとレコードは破棄し
ます。
デフォルトは「上書き」です。

Data Set ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをデータ・セットに書き込む前にそのデータをパーティション化
または収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを書き込む前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
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Data Set ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォ
ルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Data Set ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Data Set ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロ
ップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーテ
ィションをオーバーライドします。
順次モードで Data Set ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは、Data Set
ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Data Set ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを
使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、
その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
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v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、データ・セットに
書き込むように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステ
ージで入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステー
ジでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、
選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用できませ
ん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソート」。リンクからの入力データをソートするように指定する場合に選択します。「利用可能」リ
ストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Data Set ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Data Set ステージでのデータの読み取り方法の詳細を指定できます。このステージ
のタブでは、説明 (省略可能) と、そのリンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。出力リンクのデ
フォルトのバッファリング設定を変更したり、列定義を表示したりできます。
「出力」ページでは、Data Set ステージでデータ・セットからデータを読み取る方法の詳細を指定できま
す。 Data Set ステージの出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、リンク
機能の詳細を正確に指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指定します。「高度」タブで
は、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Data Set ステージのプロパティーとフォーマット設定の詳細について、以降のセクションで説明します。
その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Data Set ステージ: 出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。このプロパティーによって、デー
タ・セットから入力データを読み取る方法が指定されます。
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Data Set ステージのプロパティーは 1 つだけですが、必須です。
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ソース/ファイル

パス名

N/A

はい

いいえ

N/A

Data Set ステージ: 「ソース」カテゴリー:
「ソース」カテゴリーを使用して、Data Set ステージの処理方法を指定します。
ファイル
データ・セットの制御ファイルの名前。ファイルを参照するか、またはジョブ・パラメーターを入力するこ
とができます。慣例により、このファイルの拡張子は .ds です。
Data Set ステージ: 「オプション」カテゴリー:
このプロパティーを使用して、Data Set ステージの処理方法に関するオプションを指定します。
使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
列欠落モード
このオプションを使用して、ジョブの実行時にステージで定義されている列がデータ・セット内に
ない場合のステージの動作を指定します。次のいずれかのオプションを選択します。
無視

ジョブは失敗します。ランタイム列伝搬がオフの場合、ジョブは Data Set ステージで警告
を出します。 その列が他のステージによって明示的に使用されている場合、ジョブは失敗
します

失敗

ランタイム列伝搬がオンかオフかにかかわらず、Data Set ステージでジョブが失敗しま
す。

デフォルトは NULL 可能のみ
欠落している列で、NULL 可能とマークされている列があれば、ジョブが NULL 値をセ
ットします。 NULL 可能でないとマークされた列が欠落している場合は、ジョブは失敗し
ます。
デフォルトは非 NULL 可能のみ
欠落している列で、NULL 可能でないとマークされている列があれば、ジョブがそのデー
タ・タイプのデフォルト値をセットします (例えば、整数の列のデフォルト値は 0 です)。
NULL 可能とマークされた列が欠落している場合は、ジョブは失敗します。
デフォルトはすべて
ジョブは、次のように欠落列の値を設定します。
v NULL 可能列は、NULL に設定されます。
v NULL 可能でない列は、そのデータ・タイプのデフォルト値に設定されます (例えば、
整数列はデフォルトの 0 になります)。

Sequential File ステージ
Sequential File ステージは、1 つ以上のフラット・ファイルに対してデータの読み書きを行うための、ファ
イル・ステージです。
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このステージには入力リンク、出力リンク、リジェクト・リンクをそれぞれ 1 つずつ設定できます。

Sequential File ステージを編集する際には、Sequential File ステージ・エディターが表示されます。これ
は、ステージ・エディターで説明している汎用ステージ・エディターが基本になっています。
ステージは複数のファイルを読み取る場合はパラレル・モードで実行されますが、1 つのファイルのみを読
み取る場合は順次に実行されます。デフォルトでは、単一のノードが 1 ファイル全体を読み取ります (た
だし、各ノードは複数のファイルを読み取ることがあります)。しかし、固定幅ファイルの場合は、異なっ
て動作するようにステージを構成できます。
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v 単一のファイルを複数のノードで読み取るように指定できます。この設定でクラスター・システムのパ
フォーマンスが改善されます。 「複数ノードからの読み取り」を参照してください。
v 単一のノード上で複数のリーダーが実行されるように指定できます。この設定により、単一のファイル
を読み取りながら、そのファイルをパーティション化できます (ステージがコンダクター・ノードで順次
に実行するよう制限されている場合でも可能です)。「ノードごとのリーダー数」を参照してください。
(2 つのオプションは同時には使用できません)。
ステージは複数のファイルに書き込む場合はパラレルで実行されますが、単一のファイルに書き込む場合は
順次に実行されます。各ノードは単一のファイルに書き込みますが、1 つのノードが複数のファイルを書き
込むことができます。
フラット・ファイルの読み取りまたは書き込みを行う場合、InfoSphere DataStage は、ファイルのフォーマ
ットに関する情報を必要とします。必要な情報は、ファイルを行に分割する方法と、行を列に分割する方法
です。これは「フォーマット」タブで指定します。個々の列の設定は、「列メタデータ編集」ダイアログ・
ボックスを使用して「列」タブでオーバーライドできます。
ステージ・エディターのページ数はファイルに書き込みと読み取りのどちらを実行するかによって変わり、
最大で次の 3 つのページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。フラット・ファイルへの書き込みを行う場合に表示されます。ここで、書き込むファ
イルの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。フラット・ファイルから読み取りを行う場合、またはリジェクト・リンクが設定され
ている場合に表示されます。ここで、読み取るファイルの詳細を指定します。
Sequential File ステージでのランタイム列伝搬 (RCP) の使用については、特に注意が必要なポイントがい
くつかあります。詳細は、 128 ページの『Sequential File ステージでの RCP の使用』を参照してくださ
い。

順次ファイルの書き込みの例
次の例で、Sequential File ステージは、コンマ区切りファイルを書き込むように設定されています。
次に、書き込まれるデータのサンプルを示します。
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"

ファイルのメタデータは「列」タブで次のように定義されています。
表 12. 順次ファイルに書き込む場合のサンプル・メタデータ
列名

キー

SQL タイプ

長さ

NULL 可能

CUSTOMER_NUMBER

yes

char

7

no

CUST_NAME

varchar

30

no

ADDR_1

varchar

30

no

SETUP_DATE

char

10

no
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「フォーマット」タブの設定は次のとおりで、ステージが書き込むファイルは、各列がコンマで区切られ、
最終区切り文字は設定されないこと、またデータに日付が含まれる場合、形式はデフォルトの yyyy-mm-dd
でなく mm/dd/yyyy 形式 (月と日には先行ゼロが付くこともあれば、付かないこともある) を採用するよう
定義します。

図 4. 「フォーマット」タブ

順次ファイルの読み取りの例
次の例で、Sequential File ステージは、固定幅ファイルを読み取るように設定されています。
ファイル内のデータのサンプルを次に示します。
0136.801205/04/2001
0210.001525/04/2001
0316.803002/01/2002
0414.704002/01/2002
0517.200202/01/2002
0616.003002/01/2002
0744.001012/08/2001
0814.403002/01/2002
0950.002502/01/2002
1026.201012/08/2001
1120.701012/08/2001
1239.401012/08/2001
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1310.000302/01/2002
1412.000502/01/2002
1528.800102/01/2002
1636.802021/06/2001

ファイルのメタデータは「列」タブで次のように定義されています。
表 13. 順次ファイルを読み取るためのサンプル・メタデータ
列名

キー

SQL タイプ

長さ

NULL 可能

OrderID

yes

char

2

no

Price

char

5

no

Quantity

char

2

no

Order_Date

char

10

no

「フォーマット」タブの設定は次のとおりで、ステージは各行が UNIX 改行文字で区切られた固定幅ファ
イルを読み取り、列には区切り文字が含まれないことを定義します。

Sequential File ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Sequential File ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。
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このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Sequential File ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
必要な手順は、Sequential File ステージを使用してファイルの読み取りまたは書き込みのどちらを行うかに
よって変わります。

ファイルへの書き込み
ファイルのパス名とフォーマットの詳細を指定することによって、Sequential File ステージでファイルに書
き込むことができます。

このタスクについて
v 入力リンクの「プロパティー」タブ で、書き込み先ファイルのパス名を指定します (複数ファイルに書
き込む場合は、これを反復します)。他のプロパティーにはすべてデフォルト値が設定されています。必
要に応じて変更してください。
v 入力リンクの「フォーマット」タブで、書き込み先ファイルのフォーマットの詳細を指定するか、ある
いは、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は UNIX の
改行文字で区切られています)。
v 列メタデータをファイルに必ず指定します (この処理は、必要に応じてスキーマ・ファイルを使用して実
行できます)。
ファイルへの書き込みについて詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ
上級開発者ガイド」 の『エクスポートされたデータの宛先ファイルまたは名前付きパイプの指定』を参照
してください。

ファイルからの読み取り
Sequential File ステージでは、ファイルの読み取りを行うことができます。

このタスクについて
v 出力リンクの「プロパティー」タブ で次のように指定します。
– 読み取り方式に、特定のファイルを読み取るか (デフォルト)、あるいは、パターンに一致する名前を
持つすべてのファイルを読み取るかを指定します。
– 特定のファイルを読み取る場合は、読み取り元のファイルのパス名を指定します (複数ファイルを読
み取る場合は、これを反復します)。
– パターンに一致するファイルを読み取る場合、マッチングさせる名前のパターンを指定します。
– オプションのデフォルトを適用するか、または新規に設定を指定します (利用可能なオプションは、
読み取り方式によって異なります)。
v 出力リンクの「フォーマット」タブで、読み取り元のファイルのフォーマットの詳細を指定するか、あ
るいは、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は UNIX
の改行文字で区切られています)。
v 列メタデータをファイルに必ず指定します (この処理は、必要に応じてスキーマ・ファイルを使用して実
行できます)。
ファイルからの読み取りについて詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ上級開発者ガイド」の『インポートされたデータのソースの指定』を参照してください。
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Sequential File ステージ: 「ステージ」ページ
Sequential File ステージの性質は、Sequential File ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS マップ」タブはシステムで NLS が有効な場合に表示され、ステージの文字セッ
ト・マップを指定できます。

Sequential File ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。ステージが単一ファイル
の読み取りまたは書き込みを行う場合は、「実行モード」は順次に設定され、変更はできません。ステ
ージが複数ファイルの読み取りまたは書き込みを行う場合は、「実行モード」はパラレルに設定され、
変更はできません。パラレル・モードでは、ファイルは構成ファイルで指定された使用可能なノード
と、「高度」タブで指定されたノード制約によって処理されます。順次モードでは、ファイルの内容は
すべてコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」を選択すると、次の
ステージは、ファイル読み取り処理時、パーティションを現状のまま保持するよう要求されます (ファイ
ル書き込み処理の場合は無視されます)。「ファイル・パーティションを保持」の出力プロパティーを設
定すると、パーティション保持のフラグが自動的に設定されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Sequential File ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブを使用して、Sequential File ステージの文字セット・マップを定義します。
これは、プロジェクトまたはジョブに設定されているデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドし
ます。必要な場合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ご
とのマッピングを許可」を選択できます。これを選択すると、Sequential File ステージで処理されるデータ
内の個々の列に、文字コード・セット・マップを指定できます。「列」タブの列グリッドに追加のプロパテ
ィー「NLS マップ」が表示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring の
みであることに注意してください (データ・タイプを参照してください)。
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Sequential File ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、Sequential File ステージがデータを 1 つ以上のフラット・ファイルに書き込む方法
の詳細を指定できます。Sequential File ステージの入力リンクは 1 つだけですが、このリンクで複数のフ
ァイルに書き込むことができます。
「入力」ページでは、Sequential File ステージがデータを 1 つ以上のフラット・ファイルに書き込む方法
の詳細を指定できます。Sequential File ステージの入力リンクは 1 つだけですが、このリンクで複数のフ
ァイルに書き込むことができます。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「パーティション」タブでは、入力データをファイル (複
数可) に書き込む前にそのデータをパーティション化する方法を指定できます。「フォーマット」タブで、
書き込むファイルのフォーマットに関する情報を指定します。「列」タブでは、書き込むデータの列定義を
指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
ステージのプロパティー、パーティション、フォーマット設定の詳細について、以降のセクションで説明し
ます。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Sequential File ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブには、Sequential File Set ステージに関連するプロパティーおよびそれらの属性のリ
ストが表示されます。
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、
入力データを書き込む方法と、書き込み先のファイルが決定されます。一部のプロパティーは必須指定で、
多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォル
トでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 14. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ターゲット/ファ
イル

パス名

N/A

はい

はい

N/A

ターゲット/ファ
イル更新モード

追加/作成/上書き

上書き

はい

いいえ

N/A

ターゲット/書き
込み方式

特定ファイル/複
特定ファイル
数のファイルの生
成

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/失敗
時にクリーンアッ
プ

真

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ 104
ページの『最初の
行は列名』

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行

はい

いいえ

N/A
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表 14. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/フィ
ルター

コマンド

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

Sequential File ステージ: 「ターゲット」カテゴリー:
Sequential File ステージ: 「ターゲット」カテゴリーは、ファイル、ファイル更新モード、および書き込み
方式を定義します。
ファイル
このプロパティーでは、入力データが書き込まれるフラット・ファイルを定義します。パス名を入力できま
す。複数のファイルを指定する場合は、「ファイル」プロパティーを反復します。これは、ツリーのトップ
にある「プロパティー」項目を選択し、「追加可能なプロパティー」ボックスで「ファイル」をクリックし
て実行します。指定したい各ファイルに対してこの作業を行います。
少なくとも 1 つのファイルを指定する必要があります。そのファイルは、「ファイル更新モード」を「作
成」または「上書き」に指定していない限り、存在していなければなりません。
ファイル更新モード
このプロパティーは、指定されたファイルの更新方法を定義します。書き込むすべてのファイルに、同じ方
法を適用できます。既存のファイルに追加する場合は「追加」、既存のファイルを上書きする場合は、「上
書き」、あるいは新規ファイルを作成する場合は、「作成」を選択します。既に存在しているファイルに対
して「作成」プロパティーを指定すると、実行時にエラーが発生します。
このプロパティーは、デフォルトでは「上書き」に設定されています。
書き込み方式
このプロパティーは、出力が、指定されたファイルまたは生成されるファイルに書き込まれるかを指定しま
す。デフォルトで、このプロパティーは「特定ファイル」に設定されています。
プロパティー「複数のファイルの生成」では、生成されるファイルの追加のプロパティーを指定できます。
「複数のファイルの生成」プロパティーでは、「パーティション・ストリングを除外」プロパティーが、生
成されるファイルの命名に影響を与えます。「強制順次」プロパティーは、処理のタイプを変更します。
また、「複数のファイルの生成」プロパティーでは、「キー」プロパティーです。「キー」プロパティーを
使用して、キー列を指定します。キー列を使用して、キー値が変更されたときに、新規ファイルの作成をト
リガーできます。キーが指定されない場合は、ファイル・サイズによって新規ファイルの作成がトリガーさ
れます。(「最大ファイル・サイズ」は「オプション」カテゴリーで指定します。)
「キー」プロパティーには、デフォルトを使用できます。デフォルト設定の変更を選択して、「ファイル名
に値を使用」を「はい」に設定すると、ステージがキー列の値をファイル名に適用します。「ファイル名に
値を使用」オプションを使用しても、「ソート順序」や「NULL の位置」などの他のキー・オプションの
振る舞いには影響を与えません。
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キー列を指定すると、ステージの「NLS ロケール」ページも使用可能になります。ステージの「NLS ロケ
ール」ページは、照合に使用します。
Sequential File ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Sequential File ステージの処理方法を指定します。
失敗時にクリーンアップ
デフォルトで「真」に設定されます。ステージは、何らかの理由で失敗した場合、部分的に書き込まれたフ
ァイルを削除します。部分的に書き込まれたファイルをそのまま残すように指定するには、このプロパティ
ーを「偽」に設定します。
最初の行は列名
ファイルの最初の行に列名が含まれることを指定します。プロパティーは、デフォルトで「偽」に設定され
ています。
リジェクト・モード
これは、何らかの理由でファイルに書き込まれなかったデータ・レコードの処理方法を指定します。処理を
続行してリジェクトされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に書き込みを中止す
る場合は「失敗」を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。
デフォルトで「続行」に設定されています。
フィルター
これはオプションのプロパティーです。このプロパティーによって、データをファイルに書き込む前にフィ
ルター・プログラムに渡すように指定します。フィルター・コマンド、および必要な引数を「プロパティー
値」ボックスに指定します。
スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、ステージはファイル書き込みのスキーマとして、
「列」タブおよび「フォーマット」タブで定義された列定義を使用します。代わりに、スキーマを含むファ
イルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイ
ルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
最大ファイル・サイズ
このプロパティーはオプションです。このプロパティーは、ターゲット・ファイルの最大サイズをメガバイ
ト (MB) で指定します。指定された最大サイズに達すると、新しいターゲット・ファイルが生成されま
す。または、「プロパティー」カテゴリーでキー列を指定して、新規ファイルの生成をトリガーすることも
できます。
このプロパティーは、ステージ・プロパティーである「書き込み方式」を「複数のファイルの生成」に設定
している場合に使用可能です。最大ファイル・サイズを指定しないと、ファイル・サイズは無制限になりま
す。

Sequential File ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをファイル (複数可) に書き込む前にそのデータをパーティショ
ン化または収集する方法の詳細を指定できます。
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また、データを書き込む前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォルトの「自
動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合 (すなわち、複数ファイルに書き込む場合)、
「パーティション・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することが
できます。これは、現行のパーティションをオーバーライドします。
順次モードでステージを実行するように (すなわち、単一ファイルに書き込むように) 設定していても、直
前のステージはパラレルで実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選
択して、コレクション方式を設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式を
オーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これがそのステ
ージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。これはステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用してい
る場合、InfoSphere DataStage はいずれかの入力パーティションの行が使用可能になり次第、その行を読
み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書き込む前にソートするよ
うに指定できます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパ
ーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータを収集する
場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティショ
ン方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭または末尾に指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソートのキーとし
て使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも指定できます。
「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出してください。

Sequential File ステージ: 入力リンクの「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブでは、書き込み先となる Sequential File ステージでの 1 つ以上のフラット・ファイ
ルのフォーマットに関する情報を指定できます。
このタブは、「プロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。
「フォーマット」設定を変更しなければ、このステージでは次のフォーマットのファイルが生成されます。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
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「デフォルト」ボタンを使用して、デフォルト設定を変更できます。「フォーマット」タブを使用して、必
要な設定を指定してから、「デフォルト」 > 「デフォルトとして保存」をクリックします。これ以降、す
べての順次ファイルで現在の設定がデフォルト設定として使用されます。必要な設定が変わったら、「デフ
ォルト」 > 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」を選択して、上で説明した元のデフォルト設定に戻
すことができます。この操作の後は、「デフォルト」 > 「デフォルトを設定」をクリックして、新しいデ
フォルトを有効にする必要があります。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。ASCII 文字または 0 から 255 の範囲の値を指定します。ドロップダウン・リストか
らスペース、または NULL を選択することもできます。書き込まれたレコード内で、列の位置付けプロ
パティーによってすき間が生じる場合に、この文字を使用してすき間を埋めます。 デフォルト設定は 0
です (NULL 文字)。例えば、スペースに設定するためには、スペース文字を入力するか、または 32 を
入力することもできます。値は 1 バイトに制限されているため、マルチバイト Unicode 文字を指定でき
ないことに注意してください。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 次のダイアグラムを参考にしてください。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。
第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

107

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

書き込みの際、レコードの最後のフィールド以外のすべてのフィールドの後にスペースが挿入されま
す。 これまでは、最後のフィールドの後ろにもスペースが挿入されていました (最後のフィールドの
後ろにスペースを挿入するリリース 7.5 以前の動作に戻すには、APT_FINAL_DELIM_COMPATIBLE
環境変数を設定します)。
v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「プロパティー」タブ
の「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定します。従属プロパティー「インタクトをチェック」が
ありますが、入力リンクには適用されません。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以
上の文字を入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および
「レコード接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終わりに書き込む 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力する
か、次のどちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を実装するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
注: レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを書き込む場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。0 または充てん文字が指定されている場合、0 または充てん文字を使用してレコードを指定された
長さまで埋めます。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
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ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルに書き込まれる列のデフォルトのプロパティーを定義します。これらのプロパティーは書き込まれ
るすべての列に適用されますが、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「列」タブを使用して、列
の設定を個別にオーバーライドすることができます。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、また
はマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有効な場合)。 使用できるプロパティーは次のとおりで
す。
v 「実フィールド長」。フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で埋めるバイト数を指定し
ます。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識別すると、この長さのフィールドを、充てん文
字で埋めて書き込みます。これは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以上の文
字を入力します。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コ
ンマとスペース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しな
いかぎり、フィールドは「, 」で区切られます。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドが書
き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フィールドに NULL が含まれると、NULL フィールド長の
長さ値を書き込みます。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに書き込む値
を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できます。
例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、または
¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合に
は、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
NULL フィールド値には、NULL フィールド値セパレーターという名前のサブプロパティーがありま
す。これは、出力データ用であり、入力リンクに属する「フォーマット」タブでは無視するべきです。
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v 「接頭部のバイト」。データ・ファイルの各列に、列の長さまたはタグ付きフィールドのタグ値がバイ
ナリー値で入っている 1、2、または 4 バイトの接頭部を付けることを指定できます。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切り文字で区切られる
か、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きます。InfoSphere
DataStage は、各フィールドの前に接頭部を挿入します。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
書き込み時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字、データ、末尾の引用文字の順で挿入します。引用
文字はフィールド長にはカウントされません。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、エレメント数を各可変長ベクトル・フ
ィールドの接頭部として挿入します。デフォルトでは、接頭部の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
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– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– 日付データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを書
き込むよう指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式を
定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値 フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– 時間データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド 各国語サポート・ガイド」を参照)。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
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– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
重要: Unicode 文字列を使用している場合は、フィールド長をバイトで計算し、その値を Field Width 列
プロパティーに指定する必要があります。
v 「埋め込み文字」。ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文
字を指定します。文字 (string の場合は 1 バイト。ustring の場合はマルチバイトが可能) を入力する
か、NULL またはスペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサ
イズより大きい場合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいに
なるまで埋め込み文字が埋められます。スペースがデフォルトです。string、ustring、および数値デー
タ・タイプに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrec、または
tagged タイプにも適用されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。EBCDIC 文字を ASCII 文字として書き込むよう指定す
る場合に選択します。string データ・タイプのフィールドに適用されます。また、record、subrec、また
は tagged フィールドにこのタイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合にも適用されます。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。入力リンクの場合は関係ありません。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定します
(デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「確認」。データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場合は「いいえ」を選
択します。
「符号付き」。10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」を選択します。「いい
え」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
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「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。10 進数列がテキスト・フォーマットで書き込まれる場合の精度を指定します。数値を入力し
ます。10 進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィール
ドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。「精度」およ
び「スケール」プロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。これらが定義されている場
合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリ
ングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage
は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに
適合させます。
v 「丸め方式」。10 進数列を書き込む際に値を丸める方法を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合に、ソースの 10 進
数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage はソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先
のストリングの長さを判別します。デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバーラ
イドできます。その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込み
を行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で
指定されたサイズに適合させます。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。整数または浮動小数点タイプのデータをストリングのデータに、デフォルト
以外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点のストリングを書き込む際に
使用される C 言語の形式ストリングを指定します。これは sprintf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、整数は 8 バイトの 16 進値ストリングになります。
v 「入力フォーマット」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「出力フォーマット」。整数または浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の
sprintf() 関数を呼び出して、整数または浮動小数点のデータとしてフォーマットされている数値フィール
第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

113

ドをストリングに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマッ
ト」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。フォー
マットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してください。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォーマットには日付ストリングと時刻スト
リングのフォーマットが結合されます。 34 ページの『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参
照してください。

Sequential File ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Sequential File ステージがデータを 1 つ以上のフラット・ファイルから読み取る方
法の詳細を指定できます。
Sequential File ステージの出力リンクは 1 つだけですが、このリンクで複数のファイルから読み取ること
ができます。
リジェクト・リンクを 1 つ設定することもできます。リジェクト・リンクは通常、ファイルへの書き込み
の際に使用され、何らかの理由で書き込みが失敗したレコードの送り先を指定します。ファイルの読み取り
の際には、指定した列定義に一致しない行の送り先としてリジェクト・リンクを使用できます。
「出力名」ドロップダウン・リストで、メインの出力リンク (ストリーム・リンク) の詳細を表示するか、
あるいは、リジェクト・リンクの詳細を表示するかを選択できます。
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「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、リンク
機能の詳細を正確に指定できます。「フォーマット」タブに、読み取られるファイルのフォーマットに関す
る情報が表示されます。「列」タブでは、データの列定義を指定できます。「詳細」 タブでは、出力リン
クのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
ステージのプロパティーとフォーマット設定の詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブ
の全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Sequential File ステージ: 出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、順
次ファイルから入力データを読み取る方法が指定されます。
指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト設定があります。デフォルト
設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わりま
す。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあとに、各プロパティーの
詳細説明があります。
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ソース/ファイル

パス名

N/A

Y (「読み取り方
式」=「特定ファ
イル」の場合)

はい

N/A

ソース/ファイ
ル・パターン

パス名

N/A

Y (「読み取り方 いいえ
式」=「ファイ
ル・パターン」の
場合)

N/A

ソース/読み取り
方式

ファイル/ファイ
ル・パターン

特定ファイル

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ 117
ページの『最初の
行は列名』

偽

はい

いいえ

N/A

エラー/OK/従属
オプション/ファ
イル欠如時のモー
ド

従属

Y (「ファイル」
を使用する場合)

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ファ
イル・パーティシ
ョンを保持

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/保存

続行

はい

いいえ

N/A

オプション/進行
状況をレポート

はい/いいえ

はい

はい

いいえ

N/A

オプション/フィ
ルター

コマンド

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ファ
イル名列

列名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

115

カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

数値
オプション/ 118
ページの『先頭行
読み取り』

N/A

いいえ

いいえ

N/A

列名
オプション/ 118
ページの『行番号
列』

N/A

いいえ

いいえ

N/A

数値
オプション/ノー
ドごとのリーダー
数

1

いいえ

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ 119
ページの『BOM
のストリップ』

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

Sequential File ステージ: 「ソース」カテゴリー:
以下のプロパティーは、データの読み取り元となる 1 つ以上のフラット・ファイルを定義します。
読み取り方式
このプロパティーでは、特定のファイルから読み取るか、またはファイル・パターンを使用してファイルを
選択するかを指定します (例えば *.txt)。 1 つ以上のファイルを指定する場合は「ファイル」を選択し、フ
ァイル・パターンを指定する場合は 「ファイル・パターン」を選択します。
ファイルからの読み取りについて詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ上級開発者ガイド」を参照してください。
ファイル
「ファイル」プロパティーは、nodeName:fileName のフォーマットで指定します。
nodeName
ファイルがあるノードの名前。nodeName を省略すると、インポーターは、ジョブが呼び出された
ノードにファイルがあるものと想定します。
fileName
ファイルの名前。パス名を入力できます。
複数のファイルを指定する場合は、「ファイル」プロパティーを反復します。これは、ツリーのトップにあ
る「プロパティー」項目を選択し、「追加可能なプロパティー」ウィンドウで「ファイル」をクリックして
実行します。指定したい各ファイルに対してこの作業を行います。
コロン (:)、アンパーサンド (&)、空白などの特殊文字がファイル名に含まれていると、警告、エラー、ま
たはその他の問題を引き起こす可能性があります。
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ファイル・パターン
インポートするファイルのグループを指定します。ファイル・リストを含むファイル、またはそのファイル
を表すジョブ・パラメーターを指定します。このファイルには、ファイル名のリストを生成するシェル式
(Bourne シェル構文) を含むこともできます。
Sequential File ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Sequential File ステージの処理方法を指定します。
最初の行は列名
ファイルの最初の行に列名が含まれることを指定します。プロパティーは、デフォルトで「偽」に設定され
ています。
ファイル欠如時のモード
「ファイル」プロパティーのいずれかが、存在しないファイルを指定していた場合に実行するアクションを
指定します。ジョブを停止する場合は「エラー」を、ファイルをスキップする場合は「OK」を選択しま
す。また、「従属」を選択すると、ファイルにノード名接頭部「*」が付加されているときのみ「OK」、
それ以外の場合には「エラー」になります。デフォルトは「従属」です。
ファイル・パーティションを保持
これを「真」に設定すると、入力ファイルの編成に従ってインポートしたデータ・セットがパーティション
化されます。例えば、3 つのファイルを読み取っている場合には、 3 つのパーティションを使用します。
デフォルトは「偽」です。
リジェクト・モード
読み取られたレコードが意図したスキーマに一致しないときの動作を指定します。処理を続行してリジェク
トされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に読み取りを中止する場合は「失敗」
を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。デフォルトは、
「続行」です。
進行状況をレポート
「はい」または「いいえ」を選択して、レポートを使用可能または使用不可に設定します。デフォルトで
は、ステージにおいてファイル・サイズが判明している場合、進行状況レポートが 10% ごとに表示されま
す。レポートは、ファイルが 100 KB より大きく、レコードが固定長で、ファイルにフィルターが無い場
合に限り表示されます。
フィルター
これはオプションのプロパティーです。このプロパティーを使用して、データをファイルから読み取った
後、フィルター・プログラムに渡すように指定できます。フィルター・コマンド、および必要な引数を「プ
ロパティー値」ボックスに指定します。
ファイル名列
これはオプションのプロパティーです。VarChar タイプの列をステージの出力に追加します。この列には、
読み取るレコードのファイルのパス名が入っています。また、ランタイム列伝搬を使用していない場合は、
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列がドロップされないように、この列を手動で「列」定義に追加する必要があります。そうしないと、列は
どこかの時点でドロップされます。
先頭行読み取り
ステージでファイルの最初の n 行のみを読み取るようにするには数値 n を指定します。
行番号列
このプロパティーはオプションです。符号なし BigInt タイプの列をステージの出力に追加します。この列
には、行番号が入っています。また、ランタイム列伝搬が有効に設定されていない限り、この列を列タブに
追加する必要があります。
ノードごとのリーダー数
このプロパティーはオプションで、固定長レコードを格納しているファイルのみに適用します。「複数ノー
ドから読み取り」プロパティーと同時には使用できません。処理ノードにおけるファイル読み取りオペレー
ターのインスタンス数を指定します。デフォルトは、入力データ・ファイルあたり各ノードごとに 1 オペ
レーターです。numReaders が 1 より大きい場合、ファイル読み取りオペレーターの各インスタンスは、入
力ファイルから連続した範囲のレコードを読み取ります。オペレーターごとのファイル内の開始レコード位
置、すなわち検索 位置は、numReader に指定されているデータ・ファイル・サイズ、レコード長、オペレ
ーターのインスタンス数によって決まります。
結果データ・セットには、numReader に従って、ファイル読み取りオペレーターのインスタンスあたり 1
つのパーティションが含まれます。
これによって、単一のファイルに格納されたデータをパーティション化できます。各ノードは単一のファイ
ルを読み取りますが、ノードごとのリーダー数に応じてファイルをパーティション化して個別のパーティシ
ョンに書き込めます。この方法を使用すると、SMP システムでよりよい入出力パフォーマンスを得られま
す。

ファイル

ノードごとの
リーダーH = 4

パーティション・
データ・セット

リーダー
リーダー
リーダー
リーダー

ノード
複数ノードから読み取り
このプロパティーはオプションで、固定長レコードを格納しているファイルのみに適用します。「ノードの
ファイル読み取り数」プロパティーと同時には使用できません。「はい」に設定すると、個々のファイルを
複数ノードで読み取ることができるようになります。この設定は、クラスター・システム上のパフォーマン
スを改善します。
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InfoSphere DataStage は、利用可能なノードの数を認識しており、固定長レコード・サイズと読み取りファ
イルの実際のサイズを使用して、各ノード上のリーダーに対して、処理対象ファイルの個別の領域を割り振
ります。領域は大体同じサイズになります。

Hノードから
MみOり = はい
ファイル

リーダー

ノード

パーティション・
データ・セット

リーダー

ノード

リーダー

ノード

リーダー

ノード

スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、ステージはファイル読み取りのスキーマとして、
「列」タブおよび「フォーマット」タブで定義された列定義を使用します。代わりに、スキーマを含むファ
イルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイ
ルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
BOM のストリップ
データの読み取り時に UTF-16 エンディアンネス・バイト・オーダー・マークをドロップするには、この
プロパティーを真に設定します。デフォルトでは、このプロパティーは「偽」に設定されています。
Sequential File ステージ: リジェクト・リンク:
リジェクト・リンクを使用して、Sequential File ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクのプロパティーは変更できません。リジェクト・リンクの「プロパティー」タブはブラ
ンクです。
同様に、リジェクト・リンクに対する列定義を編集することはできません。このリンクでは、ファイル書き
込みの際、入力リンクの列定義が使用されます。ファイルの読み取りの際は、読み取りのあとにスキーマに
一致しないためリジェクトされた列の生データが格納される、リジェクト列と呼ばれる単一列が使用されま
す。
Sequential File ステージ: 出力リンクの「フォーマット」タブ:
「フォーマット」タブで、読み取り元のフラット・ファイルのフォーマットに関する情報を指定できます。
読み取る 1 つ以上のフラット・ファイルのフォーマットに関する情報を指定できます。このタブは、「プ
ロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。
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「フォーマット」設定を変更しなければ、このステージでは次のフォーマットのファイルが生成されます。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
「デフォルト」ボタンを使用して、デフォルト設定を変更できます。「フォーマット」タブを使用して、必
要な設定を指定してから、「デフォルト」 > 「デフォルトとして保存」をクリックします。これ以降、す
べての順次ファイルで現在の設定がデフォルト設定として使用されます。必要な設定が変わったら、「デフ
ォルト」 > 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」を選択して、上で説明した元のデフォルト設定に戻
すことができます。この操作の後は、「デフォルト」 > 「デフォルトを設定」をクリックして、新しいデ
フォルトを有効にする必要があります。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。
レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。出力リンクには適用されません。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。InfoSphere DataStage は、ファイ
ルの読み取り時、指定された区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 InfoSphere DataStage は、ファイルの読み取り時、指定さ
れた区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。次のダイアグラムを参考にしてく
ださい。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
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– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「出力」タブの「スキ
ーマ・ファイル」プロパティーで指定します。このプロパティーには、次の従属プロパティーがありま
す。
– 「インタクトをチェック」。ファイルのインポート時に部分スキーマの検証を強制的に実行する場
合、このプロパティーを選択します。これによってパフォーマンスが低下する場合があることに注意
してください。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を
入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および「レコード
接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終端の 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力するか、次のど
ちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を指定するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを読み取る場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。
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v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。
フィールド・デフォルト
ファイルから読み取られる列のデフォルトのプロパティーを定義します。デフォルトのプロパティーはすべ
ての列に適用されますが、「列」タブで「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して個々の列の
プロパティーを変更できます。 各列のプロパティーをオーバーライドする一般的な理由として、CSV
(comma-separated values) ファイルの読み取りが挙げられます。CSV ファイルでは、フィールド区切り文字
などの特殊文字がフィールドに含まれる可能性がある場合、そのフィールドを引用符で囲むことが多くあり
ます。このような場合、その列の Quote プロパティーをオーバーライドする必要があります。
文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有
効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「実フィールド長」。フィールドの長さが「NULL フィールド長」プロパティーの設定と等しい場合に
スキップする実際のバイト数を指定します。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。InfoSphere DataStage は、この区切り文字をスキップしながら読み取りを行います。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力し
ます。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペ
ース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しないかぎり、
フィールドは「, 」で区切られます。 InfoSphere DataStage は読み取り時、区切り文字ストリングをスキ
ップしながら読み取ります。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドを読
み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィールド長に長さが設定されていると、そのフィールドに
NULL が含まれることを示します。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用でき
ません。
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v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できま
す。例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、また
は ¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合
には、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
列に含めることができる、NULL を表す NULL 値のリストを指定できます。このためには、従属する
「NULL フィールド値区切り文字」プロパティーに区切り文字を指定し、この区切り文字を使用して
「NULL フィールド値」プロパティーの NULL 値を区切ります。例えば、「NULL フィールド値区切
り文字」の設定にスラッシュ文字を含め、NULL/null/NUL/nul と指定すれば、これらのストリングのどれ
もが、その列内で NULL 値を表すことを指定できます。
v NULL フィールド値セパレーター
これは「NULL フィールド値」の従属プロパティーです。「NULL フィールド値」プロパティーで使用
できるセパレーターを指定して、NULL 値を表す値の範囲を指定できます。数値、ストリング、または
文字タイプのリテラル・エスケープ文字を (「NULL フィールド値」の場合と同様) 区切り文字として
指定できますが、コンマ (,) またはスラッシュ (/) 文字などの単一の文字が推奨されます。区切り文字を
指定する必要があるのは、「NULL フィールド値」に複数の値を指定する場合のみです。区切り文字を
指定したのに使用しないと、実行時エラーになります。
v 「接頭部のバイト」。このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切
り文字で区切られるか、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きま
す。InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この接頭部は、ファイルから読み取られ
るデータ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用されるためのものです。
InfoSphere DataStage で読み取るすべてのフィールドのメッセージを作成する場合に設定します。メッセ
ージのフォーマットは次のとおりです。
インポートしています N: D

ここで、
– N はフィールド名です。
– D はインポートされたフィールドのデータです。D に印字不能文字が含まれている場合、その文字
は、先頭にエスケープ文字が付加され、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。フィールド
にバイナリー・データが含まれる場合、8 進形式で出力されます。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
読み取り時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字と末尾の引用文字は無視して、その間に含まれるす
べてのバイトを読み取ります。
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v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この
接頭部は、データ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。デフォルトでは、接頭部
の長さは 1 バイトとみなされます。
タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– date データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを読
み取ることを指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式
を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
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– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– time データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」。このプロパティーは出力リンクの場合は無視されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。出力リンクの場合は関係ありません。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。ASCII 文字を EBCDIC 文字として読み取るよう指定する
場合に選択します。
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Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数フィールドにパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定
します (デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「チェック」。「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうかが検証されます。「い
いえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」。10 進数フィールドを読み取る際に既存の符号を使用する場合に「はい」を選択しま
す。「いいえ」を選択すると、フィールドの実際の符号の値に関係なく正の符号 (0xf) が書き込まれ
ます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。パック 10 進の精度を指定します。数値を入力します。
v 「丸め方式」。ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うようにソース・フィールド
を丸める方式を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースのパック 10 進のスケールを指定します。
Numeric
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これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを整数データまたは浮動小数点データに、デフォルト以
外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点ストリングの読み取りに使用さ
れる C 言語フォーマット・ストリングを指定します。これは sscanf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、32 ビット整数は 8 バイトの 16 進値ストリングとし
てフォーマットされます。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを整数または浮動小数点のデータに変換する際に使用され
るフォーマット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C
の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを整数または
浮動小数点データに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマ
ット」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「出力フォーマット」。このプロパティーは出力リンクの場合は関係ありません。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。デフォ
ルトは %hh-%mm-%ss です。フォーマットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してく
ださい。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。フォーマットには日付ストリングと時刻ストリングのフォーマットが結合されます。 34 ページの
『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参照してください。
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Sequential File ステージでの RCP の使用:
ランタイム列伝搬 (RCP) を使用すると、InfoSphere DataStage でジョブの列を柔軟に定義できるようにな
ります。
プロジェクトで RCP が有効な場合は、ジョブで使用する必要な列のみの定義で済みますが、他の列をさま
ざまなステージに伝搬するように InfoSphere DataStage に指示してください。その結果、中間で明示的に
処理しなくても、そのような列をデータ・ソースから抽出してデータ・ターゲットに入力できます。
他の大部分のデータ・ソースと異なり、順次ファイルには固有の列定義が存在しません。このため、
InfoSphere DataStage は、伝搬する必要がある追加の列があることを常に認識できるとは限りません。「ス
キーマ・ファイル」プロパティーで、順次ファイル内のすべての列を記述したスキーマを指定している場合
のみ、順次ファイルで RCP を使用できます。列を伝搬する必要があるジョブ内の同様のステージでは、同
じスキーマ・ファイルを指定する必要があります。スキーマ・ファイルを指定する必要のあるステージは次
のとおりです。
v 順次ファイル
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
v Column Import
v Column Export

File Set ステージ
File Set ステージは、ファイル・セットに対してデータの読み書きを行うための、ファイル・ステージで
す。
File Set ステージはファイル・ステージです。このステージを使用して、ファイル・セットのデータを読み
書きできます。このステージでは、1 つの入力リンク、1 つの出力リンク、1 つのリジェクト・リンクを設
定できます。このステージはパラレル・モードでだけ実行されます。
ファイル・セットとは何でしょうか。InfoSphere DataStage では、エクスポート・ファイルを生成して名前
を付け、それらのファイルをそれぞれの宛先に書き込み、さらに生成したファイルのリストを、慣例により
拡張子 .fs のファイルに書き込むことができます。これらのデータ・ファイルと、データ・ファイルのリス
トが入っているファイルを、まとめてファイル・セット と呼びます。オペレーティング・システムによっ
てはファイル・サイズの上限が 2 GB に制限されるため、オーバーランを避けるためにノード間でファイ
ルを分配する必要があり、そのような場合にこの機能が役立ちます。
各宛先データ・ファイルに保存できるデータの量は、ファイル・システムの特性と未使用ディスク容量によ
って制限されます。ファイル・セットで生成されるファイルの数は、次の条件によって決まります。
v デフォルト・ノード・プール内の処理ノードの数
v デフォルト・ノード・プール内の各処理ノードに接続されているエクスポート・ディスク・プールまた
はデフォルト・ディスク・プールのディスクの数
v データ・セットのパーティションのサイズ
File Set ステージでは、ファイル・セットの作成、ファイル・セットへの書き込み、ファイル・セットから
のデータの読み取りを実行できます。
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データ・セットとは異なり、ファイル・セットでは読み書きされるファイルの形式を記述するフォーマット
情報が伝達されます。
File Set ステージを編集する際には、File Set ステージ・エディターが表示されます。これは、ステージ・
エディターで説明している汎用ステージ・エディターが基本になっています。
ステージ・エディターのページ数はファイル・セットに書き込みと読み取りのどちらを実行するかによって
変わり、最大で次の 3 つのページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。ファイル・セットへの書き込みを行う場合に表示されます。ここで、書き込むファイ
ル・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ファイル・セットから読み取りを行う場合に表示されます。ここで、読み取るファイ
ル・セットの詳細を指定します。
File Set ステージでのランタイム列伝搬 (RCP) の使用については、特に注意が必要なポイントがいくつか
あります。詳細については、File Set ステージでの RCP の使用を参照してください。

File Set ステージ: ファースト・パス
このセクションでは File Set ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に File Set ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意してあります。このセクションでは、基本的な方式を説明しま
すが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかを理解できるようになります。
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必要な手順は、File Set ステージを使用して、ファイルに対して読み取りまたは書き込みのどちらを行うか
によって変わります。

ファイルへの書き込み
書き込み先のファイル・セットのパス名と、書き込み先のファイル・セットのフォーマットの詳細を指定す
ることによって、ファイルに書き込むことができます。

このタスクについて
v 入力リンクの「プロパティー」タブで、書き込み先のファイル・セットのパス名を指定します。他のプ
ロパティーにはすべてデフォルト値が設定されています。必要に応じて変更してください。
v 入力リンクの「フォーマット」タブで、書き込み先のファイル・セットのフォーマットの詳細を指定す
るか、あるいは、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は
UNIX の改行文字で区切られています)。
v 列メタデータをファイル・セットに必ず指定します。

ファイルからの読み取り
読み取り元のファイル・セットのパス名を指定することによって、ファイルから読み取ることができます。

このタスクについて
v 出力リンクの「プロパティー」タブで、読み取り元のファイル・セットのパス名を指定します。他のプ
ロパティーにはすべてデフォルト値が設定されています。必要に応じて変更してください。
v 出力リンクの「フォーマット」タブで、読み取り元のファイル・セットのフォーマットの詳細を指定す
るか、あるいは、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は
UNIX の改行文字で区切られています)。
v 列メタデータをファイル・セットに必ず指定します (この処理は必要に応じてスキーマ・ファイルを使用
して実行できます)。

File Set ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS マップ」タブはシステムで NLS が有効な場合に表示され、ステージの文字セッ
ト・マップを指定できます。

File Set ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。これは「パラレル」に設定され、変更できません。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」を選択すると、次の
ステージは、ファイル・セット読み取り処理時、パーティションを現状のまま保持するよう要求されま
す (ファイル・セット書き込み処理の場合は無視されます)。
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v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

File Set ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブを使用して、File Set ステージの文字セット・マップを定義します。
これは、プロジェクトまたはジョブに設定されているデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドし
ます。必要な場合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ご
とのマッピングを許可」を選択できます。これを選択すると、File Set ステージで処理されるデータ内の個
々の列に、文字コード・セット・マップを指定できます。「列」タブの列グリッドに追加のプロパティー
「NLS マップ」が表示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring のみで
あることに注意してください (データ・タイプを参照してください)。

File Set ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、File Set ステージがデータをファイル・セットに書き込む方法の詳細を指定できま
す。File Set ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、File Set ステージがデータをファイル・セットに書き込む方法の詳細を指定できま
す。File Set ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「パーティション」タブでは、入力データをファイル・セ
ットに書き込む前にそのデータをパーティション化する方法を指定できます。「フォーマット」タブで、書
き込むファイルのフォーマットに関する情報を指定します。「列」タブでは、データの列定義を指定しま
す。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
File Set ステージのプロパティー、パーティション、フォーマット設定の詳細について、以降のセクション
で説明します。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

File Set ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブには、File Set ステージに関連するプロパティーおよびそれらの属性のリストが表示
されます。
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、
入力データを書き込む方法と、書き込み先のファイル・セットが決定されます。一部のプロパティーは必須
指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色
(デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
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表 15. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

パス名

N/A

はい

いいえ

N/A

作成 (存在する場 上書き
ターゲット/ファ
イル・セット更新 合は、エラー)/上
書き/既存を使用
ポリシー
(レコードを破棄)/
既存を使用 (スキ
ーマとレコードを
破棄)

はい

いいえ

N/A

書き込み/省略
ターゲット/ファ
イル・セット・ス
キーマ・ポリシー

書き込み

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/失敗
時にクリーンアッ
プ

真

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/パー
ティションごとに
1 ファイル

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/出力

続行

はい

いいえ

N/A

オプション/ディ
スク・プール

string

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ファ
イル接頭部

string

export. username

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ファ
イル接尾部

string

なし

いいえ

いいえ

N/A

オプション/最大
数値 (MB)
ファイル・サイズ

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

N/A

いいえ

いいえ

N/A

ターゲット/ファ
イル・セット

パス名

File Set ステージ: 「ターゲット」カテゴリー:
File Set ステージ: 「ターゲット」カテゴリーは、ファイル・セット、ファイル・セット更新ポリシー、お
よびファイル・セット・スキーマ・ポリシーを定義します。
ファイル・セット
このプロパティーは、入力データの書き込み先のファイル・セットを定義します。ファイル・セット記述子
ファイル (慣例により、拡張子は .fs です) のパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
ファイル・セット更新ポリシー
書き込もうとしたファイル・セットが既に存在していた場合のアクションを指定します。次の中から選択し
ます。
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v 作成 (存在する場合はエラー)
v 上書き
v 既存を使用 (レコードを破棄)。記述子ファイル (例えば、datasetname.ds または filesetname.fs) にリ
ストされている既存のファイルは保持しますが、古いレコードは破棄します。別のスキーマのデータ・
セットが既に存在する場合、ユーザーはエラーを受け取ります。
v 既存を使用 (スキーマ & レコードを破棄)。記述子ファイル (例えば、datasetname.ds または
filesetname.fs) にリストされている既存のファイルは保持しますが、古いスキーマとレコードは破棄し
ます。
デフォルトは「上書き」です。
ファイル・セット・スキーマ・ポリシー
スキーマをファイル・セットに書き込むかどうかを指定します。「書き込み」または「省略」を選択しま
す。デフォルトは「書き込み」です。
File Set ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、File Set ステージの処理方法を指定します。
失敗時にクリーンアップ
デフォルトで「真」に設定されます。ステージは、何らかの理由で失敗した場合、部分的に書き込まれたフ
ァイルを削除します。部分的に書き込まれたファイルをそのまま残すように指定するには、このプロパティ
ーを「偽」に設定します。
パーティションごとに 1 ファイル
これを「真」に設定すると、パーティションごとに 1 ファイルが書き込まれるように指定されます。デフ
ォルトは「偽」です。
リジェクト・モード
何らかの理由でレコードの書き込みに失敗した場合の動作を指定することができます。処理を続行してリジ
ェクトされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に読み取りを中止する場合は「失
敗」を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。デフォルト
は、「続行」です。
ディスク・プール
これはオプションのプロパティーです。ファイル・セットが書き込まれるディスク・プールの名前を指定し
ます。ジョブ・パラメーターを指定することもできます。
ファイル接頭部
これはオプションのプロパティーです。ファイル・セット・コンポーネントの名前の接頭部を指定します。
接頭部を指定しないと、システムは export.username のように書き込みます。 username はユーザーのログ
イン ID です。ジョブ・パラメーターを指定することもできます。
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ファイル接尾部
これはオプションのプロパティーです。ファイル・セット・コンポーネントの名前の接尾部を指定します。
接尾部は、デフォルトで省略されます。
最大ファイル・サイズ
これはオプションのプロパティーです。最大ファイル・サイズを MB で指定します。値は 1 以上でなけ
ればなりません。
スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、File Set ステージは、ファイル書き込みのスキーマ
として、「列」タブで定義された列定義および「フォーマット」タブのフォーマット設定情報を使用しま
す。代わりに、スキーマを含むファイルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義してい
る場合、列定義とスキーマ・ファイルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力す
るか、参照を使用して指定します。

File Set ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをファイル・セットに書き込む前にそのデータをパーティション
化または収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを書き込む前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
File Set ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v File Set ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
File Set ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで File Set ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは File Set
ステージのデフォルトの方法です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
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v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは File Set ステージのデフォルトの方法です。通常、「自動」モードを使用している
場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その行を読み
取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータを、ファイルに書き込む前にソートするよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで
入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージ
でデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうか
は、選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用できま
せん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
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NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

File Set ステージ: 入力リンクの「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブでは、書き込み先となる File Set ステージでのファイルのフォーマットに関する情
報を指定できます。
このタブは、「プロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。 「フォーマット」タブのペ
ージに説明があります。
「フォーマット」設定を変更しなければ、File Set ステージでは次のフォーマットのファイルが生成されま
す。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブのページを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。ASCII 文字または 0 から 255 の範囲の値を指定します。ドロップダウン・リストか
らスペース、または NULL を選択することもできます。書き込まれたレコード内で、列の位置付けプロ
パティーによってすき間が生じる場合に、この文字を使用してすき間を埋めます。 デフォルト設定は 0
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です (NULL 文字)。例えば、スペースに設定するためには、スペース文字を入力するか、または 32 を
入力することもできます。値は 1 バイトに制限されているため、マルチバイト Unicode 文字を指定でき
ないことに注意してください。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 次のダイアグラムを参考にしてください。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

書き込みの際、レコードの最後のフィールド以外のすべてのフィールドの後にスペースが挿入されま
す。 これまでは、最後のフィールドの後ろにもスペースが挿入されていました (最後のフィールドの
後ろにスペースを挿入するリリース 7.5 以前の動作に戻すには、APT_FINAL_DELIM_COMPATIBLE
環境変数を設定します)。
v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「プロパティー」タブ
の「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定します。従属プロパティー「インタクトをチェック」が
ありますが、入力リンクには適用されません。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以
上の文字を入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および
「レコード接頭部」と同時には使用できません。

第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

137

v 「レコード区切り文字」。各レコードの終わりに書き込む 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力する
か、次のどちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を実装するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
注: レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを書き込む場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。0 または充てん文字が指定されている場合、0 または充てん文字を使用してレコードを指定された
長さまで埋めます。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルに書き込まれる列のデフォルトのプロパティーを定義します。これらのプロパティーは書き込まれ
るすべての列に適用されますが、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「列」タブを使用して、列
の設定を個別にオーバーライドすることができます。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、また
はマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有効な場合)。 使用できるプロパティーは次のとおりで
す。
v 「実フィールド長」。フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で埋めるバイト数を指定し
ます。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識別すると、この長さのフィールドを、充てん文
字で埋めて書き込みます。これは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
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– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以上の文
字を入力します。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コ
ンマとスペース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しな
いかぎり、フィールドは「, 」で区切られます。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドが書
き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フィールドに NULL が含まれると、NULL フィールド長の
長さ値を書き込みます。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに書き込む値
を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できます。
例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、または
¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合に
は、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
NULL フィールド値には、NULL フィールド値セパレーターという名前のサブプロパティーがありま
す。これは、出力データ用であり、入力リンクに属する「フォーマット」タブでは無視するべきです。
v 「接頭部のバイト」。データ・ファイルの各列に、列の長さまたはタグ付きフィールドのタグ値がバイ
ナリー値で入っている 1、2、または 4 バイトの接頭部を付けることを指定できます。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切り文字で区切られる
か、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きます。InfoSphere
DataStage は、各フィールドの前に接頭部を挿入します。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
書き込み時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字、データ、末尾の引用文字の順で挿入します。引用
文字はフィールド長にはカウントされません。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、エレメント数を各可変長ベクトル・フ
ィールドの接頭部として挿入します。デフォルトでは、接頭部の長さは 1 バイトとみなされます。

第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

139

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– 日付データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを書
き込むよう指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式を
定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値 フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– 時間データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド 各国語サポート・ガイド」を参照)。
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– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
重要: Unicode 文字列を使用している場合は、フィールド長をバイトで計算し、その値を Field Width 列
プロパティーに指定する必要があります。
v 「埋め込み文字」。ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文
字を指定します。文字 (string の場合は 1 バイト。ustring の場合はマルチバイトが可能) を入力する
か、NULL またはスペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサ
イズより大きい場合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいに
なるまで埋め込み文字が埋められます。スペースがデフォルトです。string、ustring、および数値デー
タ・タイプに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrec、または
tagged タイプにも適用されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。EBCDIC 文字を ASCII 文字として書き込むよう指定す
る場合に選択します。string データ・タイプのフィールドに適用されます。また、record、subrec、また
は tagged フィールドにこのタイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合にも適用されます。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。入力リンクの場合は関係ありません。
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Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定します
(デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「確認」。データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場合は「いいえ」を選
択します。
「符号付き」。10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」を選択します。「いい
え」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。10 進数列がテキスト・フォーマットで書き込まれる場合の精度を指定します。数値を入力し
ます。10 進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィール
ドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。「精度」およ
び「スケール」プロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。これらが定義されている場
合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリ
ングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage
は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに
適合させます。
v 「丸め方式」。10 進数列を書き込む際に値を丸める方法を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
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てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合に、ソースの 10 進
数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage はソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先
のストリングの長さを判別します。デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバーラ
イドできます。その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込み
を行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で
指定されたサイズに適合させます。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。整数または浮動小数点タイプのデータをストリングのデータに、デフォルト
以外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点のストリングを書き込む際に
使用される C 言語の形式ストリングを指定します。これは sprintf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、整数は 8 バイトの 16 進値ストリングになります。
v 「入力フォーマット」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「出力フォーマット」。整数または浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の
sprintf() 関数を呼び出して、整数または浮動小数点のデータとしてフォーマットされている数値フィール
ドをストリングに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマッ
ト」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。フォー
マットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してください。
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v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォーマットには日付ストリングと時刻スト
リングのフォーマットが結合されます。 34 ページの『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参
照してください。

File Set ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、File Set ステージでファイル・セットからデータを読み取る方法の詳細を指定できま
す。
File Set ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。何らかの理由で書き込みまたは読み取りに失
敗した行が送られる、リジェクト・リンクも 1 つ設定できます。「出力名」ドロップダウン・リストで、
メインの出力リンク (ストリーム・リンク) の詳細を表示するか、あるいは、リジェクト・リンクの詳細を
表示するかを選択できます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「フォーマット」タブに、読み取られるファイルのフォー
マットに関する情報が表示されます。「列」タブでは、データの列定義を指定します。「高度」タブでは、
出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
File Set ステージのプロパティーとフォーマット設定の詳細について、以降のセクションで説明します。そ
の他のタブの全般的な説明については、 53 ページの『第 4 章 ステージ・エディター』を参照してくださ
い。

File Set ステージ: 出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。このプロパティーによって、ファイ
ル・セットから入力データを読み取る方法が指定されます。
指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト設定があります。デフォルト
設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わりま
す。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあとに、各プロパティーの
詳細説明があります。
カテゴリー/プロ
パティー
ソース/ファイ
ル・セット

値

デフォルト

必須

反復

従属

パス名

N/A

はい

いいえ

N/A

偽

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ファ
イル・パーティシ
ョンを保持
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カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/出力

続行

はい

いいえ

N/A

オプション/進行
状況をレポート

はい/いいえ

はい

はい

いいえ

N/A

オプション/フィ
ルター

コマンド

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ファ
イル・セットのス
キーマ定義を使用

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/ファ
イル名列

列名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

列名
オプション/ 146
ページの『行番号
列』

N/A

いいえ

いいえ

N/A

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ 146
ページの『BOM
のストリップ』

「真」/「偽」

File Set ステージ: 「ソース」カテゴリー:
「ソース」カテゴリーを使用して、File Set ステージの処理方法を指定します。
ファイル・セット
このプロパティーは、データの読み取り元のファイル・セットを定義します。ファイル・セット記述子ファ
イル (慣例により、拡張子は .fs です) のパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
File Set ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Change Capture ステージの処理方法を指定します。
ファイル・パーティションを保持
これを「真」に設定すると、入力ファイルの編成に従って読み取りデータ・セットがパーティション化され
ます。例えば、3 つのファイルを読み取っている場合には、 3 つのパーティションを使用します。デフォ
ルトは「偽」です。
リジェクト・モード
読み取られた行が意図したスキーマに一致しないときの動作を指定します。処理を続行してリジェクトされ
た行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に読み取りを中止する場合は「失敗」を、リ
ジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。デフォルトは、「続行」
です。

第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

145

進行状況をレポート
「はい」または「いいえ」を選択して、レポートを使用可能または使用不可に設定します。デフォルトで
は、ステージにおいてファイル・サイズが判明している場合、進行状況レポートが 10% ごとに表示されま
す。レポートは、ファイルが 100 KB より大きく、レコードが固定長で、ファイルにフィルターが無い場
合に限り表示されます。
フィルター
これはオプションのプロパティーです。このプロパティーを使用して、データをファイルから読み取った
後、フィルター・プログラムに渡すように指定できます。フィルター・コマンド、および必要な引数を「プ
ロパティー値」ボックスに指定します。
スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、File Set ステージは、ファイル読み取りのスキーマ
として、「列」タブおよび「フォーマット」タブで定義された列定義を使用します。代わりに、スキーマを
含むファイルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキー
マ・ファイルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指
定します。このプロパティーは、「ファイル・セットのスキーマ定義を使用」と同時には使用できません。
ファイル・セットのスキーマ定義を使用
ファイル・セットの作成時に、ファイル・セットと一緒にスキーマを保存するオプションがあります。この
プロパティーを「真」に設定すると、ファイル・セットの読み取り時に、列定義に優先して、このスキーマ
を使用することができます。このプロパティーは「スキーマ・ファイル」と同時には使用できません。
ファイル名列
これはオプションのプロパティーです。VarChar タイプの列をステージの出力に追加します。この列には、
読み取るレコードのファイルのパス名が入っています。また、ランタイム列伝搬を使用していない場合は、
列がドロップされないように、この列を手動で「列」定義に追加する必要があります。そうしないと、列は
どこかの時点でドロップされます。
行番号列
このプロパティーはオプションです。符号なし BigInt タイプの列をステージの出力に追加します。この列
には、行番号が入っています。また、ランタイム列伝搬が有効に設定されていない限り、この列を列タブに
追加する必要があります。
BOM のストリップ
データの読み取り時に UTF-16 エンディアンネス・バイト・オーダー・マークをドロップするには、この
プロパティーを真に設定します。デフォルトでは、このプロパティーは「偽」に設定されています。

File Set ステージ: リジェクト・リンクのプロパティー
リジェクト・リンクのプロパティーを使用して、File Set ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクのプロパティーは変更できません。リジェクト・リンクの「プロパティー」タブはブラ
ンクです。
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同様に、リジェクト・リンクに対する列定義を編集することはできません。このリンクでは、ファイル・セ
ット書き込みの際、入力リンクの列定義が使用されます。ファイル・セットの読み取りの際は、読み取りの
あとにスキーマに一致しないためリジェクトされた列の生データが格納される、リジェクト列と呼ばれる単
一列が使用されます。

File Set ステージ: 出力リンクの「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブで、書き込み先のフラット・ファイルのフォーマットに関する情報を指定できます。
書き込み先のフラット・ファイルのフォーマットに関する情報を指定できます。このタブは、「プロパティ
ー」タブと類似したフォーマットになっています。
「フォーマット」設定を変更しなければ、このステージでは次のフォーマットのファイルが生成されます。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
「デフォルト」ボタンを使用して、デフォルト設定を変更できます。「フォーマット」タブを使用して、必
要な設定を指定してから、「デフォルト」 > 「デフォルトとして保存」をクリックします。これ以降、す
べての順次ファイルで現在の設定がデフォルト設定として使用されます。必要な設定が変わったら、「デフ
ォルト」 > 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」を選択して、上で説明した元のデフォルト設定に戻
すことができます。この操作の後は、「デフォルト」 > 「デフォルトを設定」をクリックして、新しいデ
フォルトを有効にする必要があります。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。出力リンクには適用されません。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
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コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。InfoSphere DataStage は、ファイ
ルの読み取り時、指定された区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 InfoSphere DataStage は、ファイルの読み取り時、指定さ
れた区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。次のダイアグラムを参考にしてく
ださい。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「出力」タブの「スキ
ーマ・ファイル」プロパティーで指定します。このプロパティーには、次の従属プロパティーがありま
す。
– 「インタクトをチェック」。ファイルのインポート時に部分スキーマの検証を強制的に実行する場
合、このプロパティーを選択します。これによってパフォーマンスが低下する場合があることに注意
してください。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を
入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および「レコード
接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終端の 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力するか、次のど
ちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
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(DOS 改行を指定するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを読み取る場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルから読み取られる列のデフォルトのプロパティーを定義します。デフォルトのプロパティーはすべ
ての列に適用されますが、「列」タブで「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して個々の列の
プロパティーを変更できます。 各列のプロパティーをオーバーライドする一般的な理由として、CSV
(comma-separated values) ファイルの読み取りが挙げられます。CSV ファイルでは、フィールド区切り文字
などの特殊文字がフィールドに含まれる可能性がある場合、そのフィールドを引用符で囲むことが多くあり
ます。このような場合、その列の Quote プロパティーをオーバーライドする必要があります。
文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有
効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「実フィールド長」。フィールドの長さが「NULL フィールド長」プロパティーの設定と等しい場合に
スキップする実際のバイト数を指定します。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。InfoSphere DataStage は、この区切り文字をスキップしながら読み取りを行います。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
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v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力し
ます。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペ
ース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しないかぎり、
フィールドは「, 」で区切られます。 InfoSphere DataStage は読み取り時、区切り文字ストリングをスキ
ップしながら読み取ります。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドを読
み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィールド長に長さが設定されていると、そのフィールドに
NULL が含まれることを示します。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用でき
ません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できま
す。例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、また
は ¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合
には、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
列に含めることができる、NULL を表す NULL 値のリストを指定できます。このためには、従属する
「NULL フィールド値区切り文字」プロパティーに区切り文字を指定し、この区切り文字を使用して
「NULL フィールド値」プロパティーの NULL 値を区切ります。例えば、「NULL フィールド値区切
り文字」の設定にスラッシュ文字を含め、NULL/null/NUL/nul と指定すれば、これらのストリングのどれ
もが、その列内で NULL 値を表すことを指定できます。
v NULL フィールド値セパレーター
これは「NULL フィールド値」の従属プロパティーです。「NULL フィールド値」プロパティーで使用
できるセパレーターを指定して、NULL 値を表す値の範囲を指定できます。数値、ストリング、または
文字タイプのリテラル・エスケープ文字を (「NULL フィールド値」の場合と同様) 区切り文字として
指定できますが、コンマ (,) またはスラッシュ (/) 文字などの単一の文字が推奨されます。区切り文字を
指定する必要があるのは、「NULL フィールド値」に複数の値を指定する場合のみです。区切り文字を
指定したのに使用しないと、実行時エラーになります。
v 「接頭部のバイト」。このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切
り文字で区切られるか、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きま
す。InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この接頭部は、ファイルから読み取られ
るデータ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用されるためのものです。
InfoSphere DataStage で読み取るすべてのフィールドのメッセージを作成する場合に設定します。メッセ
ージのフォーマットは次のとおりです。
インポートしています N: D

ここで、
– N はフィールド名です。
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– D はインポートされたフィールドのデータです。D に印字不能文字が含まれている場合、その文字
は、先頭にエスケープ文字が付加され、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。フィールド
にバイナリー・データが含まれる場合、8 進形式で出力されます。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
読み取り時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字と末尾の引用文字は無視して、その間に含まれるす
べてのバイトを読み取ります。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この
接頭部は、データ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。デフォルトでは、接頭部
の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
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– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– date データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを読
み取ることを指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式
を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– time データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」。このプロパティーは出力リンクの場合は無視されます。
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v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。出力リンクの場合は関係ありません。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。ASCII 文字を EBCDIC 文字として読み取るよう指定する
場合に選択します。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数フィールドにパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定
します (デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「チェック」。「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうかが検証されます。「い
いえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」。10 進数フィールドを読み取る際に既存の符号を使用する場合に「はい」を選択しま
す。「いいえ」を選択すると、フィールドの実際の符号の値に関係なく正の符号 (0xf) が書き込まれ
ます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。パック 10 進の精度を指定します。数値を入力します。
v 「丸め方式」。ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うようにソース・フィールド
を丸める方式を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
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– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースのパック 10 進のスケールを指定します。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを整数データまたは浮動小数点データに、デフォルト以
外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点ストリングの読み取りに使用さ
れる C 言語フォーマット・ストリングを指定します。これは sscanf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、32 ビット整数は 8 バイトの 16 進値ストリングとし
てフォーマットされます。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを整数または浮動小数点のデータに変換する際に使用され
るフォーマット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C
の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを整数または
浮動小数点データに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマ
ット」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「出力フォーマット」。このプロパティーは出力リンクの場合は関係ありません。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。デフォ
ルトは %hh-%mm-%ss です。フォーマットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してく
ださい。
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v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。フォーマットには日付ストリングと時刻ストリングのフォーマットが結合されます。 34 ページの
『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参照してください。

File Set ステージでの RCP の使用
ランタイム列伝搬 (RCP) を使用すると、InfoSphere DataStage でジョブの列を柔軟に定義できるようにな
ります。
プロジェクトで RCP が有効な場合は、ジョブで使用する必要な列のみの定義で済みますが、他の列をさま
ざまなステージに伝搬するように InfoSphere DataStage に指示してください。その結果、中間で明示的に
処理しなくても、そのような列をデータ・ソースから抽出してデータ・ターゲットに入力できます。
File Set ステージでは、順次ファイルのセットが処理されます。他の大部分のデータ・ソースと異なり、順
次ファイルには固有の列定義が存在しません。このため、InfoSphere DataStage は、伝搬する必要がある追
加の列があることを常に認識できるとは限りません。「スキーマ・ファイル」プロパティー (スキーマ・フ
ァイルを参照) で、このステージが参照する順次ファイル内のすべての列を記述したスキーマを指定してい
る場合のみ、File Set ステージで RCP を使用できます。列を伝搬する必要があるジョブ内の同様のステー
ジでは、同じスキーマ・ファイルを指定する必要があります。スキーマ・ファイルを指定する必要のあるス
テージは次のとおりです。
v Sequential File
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
v Column Import
v Column Export

Lookup File Set ステージ
Lookup File Set ステージは、ルックアップ・ファイル・セットやルックアップ用の参照ファイル・セット
を作成するための、ファイル・ステージです。ルックアップを実行するときは、Lookup File Set ステージ
と Lookup ステージを組み合わせて使用します。
Lookup File Set ステージはファイル・ステージです。このステージを使用して、ルックアップ・ファイ
ル・セットやルックアップ用の参照ファイル・セットを作成できます。このステージには 1 つの入力リン
クまたは 1 つの出力リンクを設定できます。出力リンクは参照リンクである必要があります。入力リンク
を設定して使用する場合、そのステージは、パラレル・モードまたは順次モードで実行するように設定でき
ます。
ルックアップ・ファイル・セットを作成すると、パーティションごとに 1 つのファイルが作成されます。
各ファイルは 1 つの記述子ファイルによって参照されます。記述子ファイルの拡張子は慣例により.fs とし
ます。
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ルックアップを実行するときは、Lookup File Set ステージと Lookup ステージを組み合わせて使用しま
す。ルックアップ処理の詳細については、Lookup ステージを参照してください。

ルックアップ・データのソースとして Lookup File Set ステージを使用する場合、列の命名に関して特別な
考慮事項があります。ソースとルックアップ・データ・セットの両方に同じ名前の列がある場合、ソース・
データ・セットの列が出力データに出力されます。この列をルックアップ・データ・ソースの列で置換する
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必要がある場合は、ルックアップを実行する前にソース・データ列をドロップする必要があります (これに
は、例えば、Modify ステージを使用できます)。ルックアップの実行の詳細については、Lookup ステージ
を参照してください。
Lookup File Set ステージを編集する際には、Lookup File Set ステージ・エディターが表示されます。これ
は、ステージ・エディターで説明している汎用ステージ・エディターが基本になっています。
ステージ・エディターのページ数は、ファイル・セットの作成と参照のどちらを実行するかによって変わ
り、最大で次の 3 つのページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。ルックアップ・テーブルを作成する場合に表示されます。作成して書き込むファイ
ル・セットの詳細をここで指定します。
v 「出力」ページ。ルックアップ・ファイル・セットを読み取る場合、すなわち、このステージから
Lookup ステージへの参照リンクが指定されている場合に表示されます。ここで、読み取るファイル・セ
ットの詳細を指定します。

Lookup File Set ステージ: ファースト・パス
このセクションでは、Lookup File Set ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Lookup File Set ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Lookup File Set ステージを、ルックアップ・ファイル・セットの作成に使用するか、Lookup ステージと
組み合わせて使用するかによって、実行する手順が変わります。

ルックアップ・ファイル・セットの作成
ルックアップ・ファイル・セットを作成できます。

手順
1. 「入力リンク・プロパティー」タブに移動します。
2. このファイル・セットのルックアップが、最終的に実行されるときのキーを指定します。複数のキー列
を指定するには、このプロパティー設定を反復します。キーはファイル・セットを作成するときに指定
する必要があります。ルックアップを実行するときには指定できません。
3. ルックアップ・ファイル・セットの名前を指定します。
4. ルックアップ範囲を指定するか、デフォルト設定の「いいえ」を適用します。
5. 「重複を許可」を設定するか、デフォルト設定の「偽」を適用します。
6. 列メタデータをルックアップ・ファイル・セットに必ず指定します。

ルックアップ・ファイル・セットのルックアップ
ルックアップで使用するルックアップ・ファイル・セットの名前を指定します。

このタスクについて
v 出力リンクの「プロパティー」タブに、ルックアップで使用するルックアップ・ファイル・セットの名
前を指定します。
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v 列メタデータをルックアップ・ファイル・セットに必ず指定します。

Lookup File Set ステージ: 「ステージ」ページ
Lookup File Set ステージの「ステージ」ページでは、Lookup File Set ステージの性質を指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS マップ」タブはシステムで NLS が有効な場合に表示され、ステージの文字セッ
ト・マップを指定できます。

Lookup File Set ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブはステージを使用して参照ファイル・セットを作成する場合 (すなわち、ステージに入力リンクが
ある場合) にだけ表示されます。このタブを使用して、次の項目を指定します。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
表の内容は構成ファイルで指定される使用可能なノードと、「高度」タブで指定されるノード制約によ
って処理されます。順次モードでは、表の内容はすべてコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これによりInfoSphere DataStage は、パラレル・ステー
ジの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行できる
ようにします。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、リ
ストから項目を選択できます。リストの項目は構成ファイルから設定されます。

Lookup File Set ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブを使用して、Lookup File Set ステージの文字セット・マップを定義します。
これは、プロジェクトまたはジョブに設定されているデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドし
ます。必要な場合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ご
とのマッピングを許可」を選択できます。これを選択すると、External Source ステージで処理されるデー
タ内の個々の列に、文字コード・セット・マップを指定できます。「列」タブの列グリッドに追加のプロパ
ティー「NLS マップ」が表示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring
のみであることに注意してください (データ・タイプを参照してください)。

Lookup File Set ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、Lookup File Set ステージがデータをファイル・セットに書き込む方法の詳細を指定
できます。Lookup File Set ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、Lookup File Set ステージがデータをファイル・セットに書き込む方法の詳細を指定
できます。Lookup File Set ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「パーティション」タブでは、入力データをファイル・セ
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ットに書き込む前にそのデータをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、データの列
定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Lookup File Set ステージのプロパティーとパーティションの詳細について、以降のセクションで説明しま
す。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Lookup File Set ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブには、Lookup File Set ステージに関連するプロパティーおよびそれらの属性のリス
トが表示されます。
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、
ファイル・セットに入力データを書き込む方法が決定されます。一部のプロパティーは必須指定で、多くの
プロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは
赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 16. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ルックアップ・キ 入力列
ー/キー

N/A

はい

はい

N/A

ルックアップ・キ 「真」/「偽」
ー/大/小文字の区
別

真

いいえ

いいえ

キー

ルックアップ・キ 「真」/「偽」
ー/保持

偽

はい

いいえ

キー

パス名
ターゲット/ルッ
クアップ・ファイ
ル・セット

N/A

はい

いいえ

N/A

ルックアップ範
囲/範囲ルックア
ップ

はい/いいえ

いいえ

はい

はい

N/A

ルックアップ範
囲/制限列

入力列

N/A

いいえ

いいえ

範囲ルックアップ

ルックアップ範
囲/大/小文字の区
別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

制限列

ルックアップ範
囲/保持

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

制限列

ルックアップ範
囲/下限

入力列

N/A

いいえ

いいえ

範囲ルックアップ

ルックアップ範
囲/大/小文字の区
別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

下限

ルックアップ範
囲/保持

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

下限
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表 16. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ルックアップ範
囲/上限

入力列

N/A

いいえ

いいえ

範囲ルックアップ

ルックアップ範
囲/大/小文字の区
別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

上限

ルックアップ範
囲/保持

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

上限

オプション/重複
を許可

「真」/「偽」

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/ディ
スク・プール

string

N/A

いいえ

いいえ

N/A

Lookup File Set ステージ: 「ルックアップ・キー」カテゴリー:
ルックアップ・キーのプロパティーを使用して、Lookup File Set ステージの処理方法を指定します。
キー
ルックアップ・キー列の名前を指定します。複数のキー列がある場合は、「キー」プロパティーを反復する
必要があります。このプロパティーには、2 つの従属プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
これは「キー」の従属プロパティーで、親キーの大/小文字を区別するかどうかを指定します。デフォル
トでは「真」に設定されています。
v 保持
ルックアップ後にキー列を出力ストリームに伝搬する必要があるかどうか、つまりキー列を後続の条件
式で使用するかどうかを指定します。デフォルトでは「偽」に設定されています。
Lookup File Set ステージ: 「ターゲット」カテゴリー:
このプロパティーは、入力データの書き込み先のファイル・セットを定義します。
ルックアップ・ファイル・セット
これは、ファイル・セットを定義します。ファイル・セット記述子ファイル (慣例により、拡張子は .fs で
す) のパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
Lookup File Set ステージ: 「ルックアップ範囲」カテゴリー:
ルックアップ範囲のプロパティーを使用して、Lookup File Set ステージの処理方法を指定します。
範囲ルックアップ
範囲ルックアップが必要かどうかを指定します。範囲ルックアップは、ソース列の値を 2 つのルックアッ
プ列間の値の範囲と比較します。反対に、ルックアップ列の値を 2 つのソース列間の値の範囲と比較する
こともできます。
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範囲ルックアップを指定すると、通常は、「オプション」カテゴリーで「重複を許可」プロパティーも
「真」に設定する必要があります。主キーが複数行を返すことができるように、重複を許可します。
この「範囲ルックアップ」プロパティーには、次の従属プロパティーがあります。
v 制限列
ルックアップ・ファイル・セットに使用する入力列を指定します。ルックアップ・テーブルは、制限列
で作成され、ソース・データ・セットの列の範囲と比較されます。このプロパティーは、「下限」およ
び「上限」と同時には使用できません。このプロパティーには、2 つの従属プロパティーがあります。
– 大/小文字の区別
このプロパティーはオプションです。列の大/小文字を区別するかどうかを指定します。デフォルトで
は「真」に設定されています。
– 保持
ルックアップ後に列を出力ストリームに伝搬する必要があるかどうか、すなわち列を後続の条件式で
使用するかどうかを指定します。デフォルトでは「偽」に設定されています。
v 下限
ルックアップ・テーブルの範囲の下限に使用する入力列を指定します。この列は上限列と同じにするこ
とはできません。また、「制限列」と同時には使用できません。このプロパティーには、2 つの従属プ
ロパティーがあります。
– 大/小文字の区別
このプロパティーはオプションです。列の大/小文字を区別するかどうかを指定します。デフォルトで
は「真」に設定されています。
– 保持
ルックアップ後に列を出力ストリームに伝搬する必要があるかどうか、すなわち列を後続の条件式で
使用するかどうかを指定します。デフォルトでは「偽」に設定されています。
v 上限
ルックアップ・テーブルの範囲の上限に使用する入力列を指定します。この列は下限列と同じにするこ
とはできません。また、「制限列」と同時には使用できません。このプロパティーには、2 つの従属プ
ロパティーがあります。
– 大/小文字の区別
このプロパティーはオプションです。列の値の大/小文字を区別するかどうかを指定します。デフォル
トでは「真」に設定されています。
– 保持
ルックアップ後に列を出力ストリームに伝搬する必要があるかどうか、すなわち列を後続の条件式で
使用するかどうかを指定します。デフォルトでは「偽」に設定されています。
Lookup File Set ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Lookup File Set ステージの処理方法を指定します。
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重複を許可
これを設定すると、重複するレコードの複数のコピーがルックアップ・テーブルに保存されても、警告が出
されなくなります。2 つのルックアップ・レコードで、すべてのルックアップ・キー列が同じ値を持つ場
合、この 2 つのルックアップ・レコードは重複しています。このオプションを指定しないと、InfoSphere
DataStage で重複レコードが検出されたとき警告メッセージが出され、最初のレコード以外の重複レコード
がすべて破棄されます。
ディスク・プール
これはオプションのプロパティーです。ファイル・セットが書き込まれるディスク・プールの名前を指定し
ます。ジョブ・パラメーターを指定することもできます。

Lookup File Set ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをルックアップ・ファイル・セットに書き込む前にそのデータを
パーティション化または収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを書き込む前にソートするように指定することもできます。
デフォルトでは、このステージは「全体」モードでファイル・セットに書き込みます。すなわち、データ・
セット全体が各パーティションに書き込まれます。
Lookup File Set ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まず
デフォルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Lookup File Set ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Lookup File Set ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティション
をオーバーライドします。
順次モードで Lookup File Set ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」リストから選択して、コレクション方式を設定することがで
きます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「全体」。書き込み先の各ファイルが、データ・セット全体を受け取ります。これは Lookup File Set
ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
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v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Lookup File Set ステージのデフォルトの方法です。通常、「自動」モードを使用し
ている場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その行
を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書き込む前にソートするよ
うに指定できます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパ
ーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを収集
する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティ
ション方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出してくださ
い。
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Lookup File Set ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Lookup File Set ステージでファイル・セットを参照する方法の詳細を指定できま
す。
Lookup File Set ステージに設定できる出力リンクは 1 つ、参照リンクだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を指定します。「高度」
タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Lookup File Set ステージのプロパティーの詳細について、以降のセクションで説明します。その他のタブ
の全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Lookup File Set ステージ: 出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。このプロパティーによって、ルック
アップ・テーブルから入力データを読み取る方法が指定されます。
このステージの出力リンク・プロパティーは 1 つだけです。
カテゴリー/プロ
パティー

値

ルックアップ・ソ パス名
ース/ルックアッ
プ・ファイル・セ
ット

デフォルト

必須

反復

従属

N/A

はい

いいえ

N/A

Lookup File Set ステージ: 「ルックアップ・ソース」カテゴリー:
ルックアップ・ソースのプロパティーを使用して、Lookup File Set ステージの処理方法を指定します。
ルックアップ・ファイル・セット
このプロパティーでは、データが参照されるファイル・セットを定義します。ファイル・セット記述子ファ
イル (慣例により、拡張子は .fs です) のパス名を入力するか、参照を使用して指定します。

External Source ステージ
External Source ステージは、1 つ以上のソース・プログラムから出力されるデータを読み取るための、フ
ァイル・ステージです。
External Source ステージはファイル・ステージです。このステージにより、1 つ以上のソース・プログラ
ムから出力されるデータを読み取れます。ステージは、プログラムを呼び出し、適切な引数を渡します。こ
のステージには 1 つの出力リンクと 1 つのリジェクト・リンクを設定できます。パラレル・モードまたは
順次モードで実行するように設定できます。外部プログラムに書き込みできる External Target ステージも
あります ( 178 ページの『External Target ステージ』を参照してください)。
External Source ステージを使用して、現在の InfoSphere DataStage ではサポートされないデータベースと
のインターフェースなどの操作を実行できます。
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プログラムからの出力を読み取る際、InfoSphere DataStage は、その出力のフォーマットに関する情報を必
要とします。必要な情報は、データを行に分割する方法と、行を列に分割する方法です。これは「フォーマ
ット」タブで指定します。個々の列の設定は、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して
「列」タブでオーバーライドできます。
External Source ステージを編集する際には、External Source ステージ・エディターが表示されます。これ
は、ステージ・エディターで説明している汎用ステージ・エディターが基本になっています。
このステージ・エディターには次の 2 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「出力」ページ。読み取る出力データを出力するプログラムの詳細を指定します。
External Source ステージでのランタイム列伝搬 (RCP) の使用については、特に注意が必要なポイントがい
くつかあります。詳細については、External Source ステージでの RCP の使用を参照してください。

External Source ステージ: ファースト・パス
このセクションでは External Source ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に External Source ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
External Source ステージを使用するには、次の操作を行います。
v 出力リンクの「プロパティー」タブ で次のように指定します。
– プログラムの詳細をステージで提供するか (デフォルト)、あるいは、ファイルで提供するかを指定し
ます (ファイルで提供する方式では、ファイルと引数のリストを指定できます)。
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– デフォルトのソース指定方式を使用する場合、実行可能ソース・プログラムの名前を指定します。ま
た、InfoSphere DataStage がプログラムの呼び出し時に渡す必要な引数を指定することもできます。複
数のプログラムを呼び出す場合は、この手順を反復します。
– プログラム・ファイルのソース指定方式を使用する場合、プログラム名と引数のリストを含むファイ
ルの名前を指定します。
– ソース・データのパーティションを保持するかどうかを指定します (デフォルトは偽です)。
– リジェクト行の処理方法を指定します (デフォルトでは、ステージを続行して行を破棄します)。
v 「フォーマット」タブで、読み取り元のソース・データのフォーマットの詳細を指定するか、あるい
は、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は UNIX の改
行文字で区切られています)。
v 列定義を必ず指定するようにしてください (必要に応じてスキーマ・ファイルを利用できます)。

External Source ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS マップ」タブはシステムで NLS が有効な場合に表示され、ステージの文字セッ
ト・マップを指定できます。

External Source ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
外部プログラムから入力されるデータは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブ
で指定されたノード制約によって処理されます。順次モードでは、ソース・プログラムのデータはすべ
てコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」を選択すると、次の
ステージは、パーティションを現状のまま保持するよう要求されます。デフォルトは「クリア」です。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

External Source ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブを使用して、External Source ステージの文字セット・マップを定義します。
これは、プロジェクトまたはジョブに設定されているデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドし
ます。必要な場合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ご
とのマッピングを許可」を選択できます。これを選択すると、External Source ステージで処理されるデー
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タ内の個々の列に、文字コード・セット・マップを指定できます。「列」タブの列グリッドに追加のプロパ
ティー「NLS マップ」が表示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring
のみであることに注意してください (データ・タイプを参照してください)。

External Source ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、External Source ステージで外部プログラムからデータを読み取る方法の詳細を指定
できます。メインの出力リンクの詳細を表示するか、リジェクト・リンクの詳細を表示するかを選択できま
す。このステージのタブでは、出力リンクのさまざまなオプションを指定できます。
「出力」ページでは、External Source ステージで外部プログラムからデータを読み取る方法の詳細を指定
できます。 External Source ステージの出力リンクは 1 つだけです。リジェクト・リンクも 1 つ設定で
き、要求されるスキーマに一致しない行を送ることができます。「出力名」ドロップダウン・リストで、メ
インの出力リンク (ストリーム・リンク) の詳細を表示するか、あるいは、リジェクト・リンクの詳細を表
示するかを選択できます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「フォーマット」タブで、読み取るファイルのフォーマッ
トに関する情報を指定します。「列」タブでは、データの列定義を指定します。「高度」タブでは、出力リ
ンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
External Source ステージのプロパティーとフォーマット設定の詳細について、以降のセクションで説明し
ます。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

External Source ステージ: 出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。このプロパティーによって、外部プ
ログラムからデータを読み取る方法が指定されます。
指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト設定があります。デフォルト
設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わりま
す。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあとに、各プロパティーの
詳細説明があります。
カテゴリー/プロ
パティー
ソース/ソース・
プログラム

値

デフォルト

必須

反復

従属

string

N/A

Y (「ソース はい
指定方式」=
「プログラ
ム指定」の
場合)

N/A

N/A

Y (「ソース はい
指定方式」=
「プログラ
ム・ファイ
ル」の場合)

N/A

Microsoft
Windows: ソース
またはソース・プ
ログラムは、255
文字を超えること
はできません。
パス名
ソース/ソース・
プログラム・ファ
イル
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カテゴリー/プロ
パティー
ソース/ソース指
定方式

値

デフォルト

プログラム指定
プログラム指定/
プログラム・ファ
イル

必須

反復

従属

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ファ
イル・パーティシ
ョンを保持

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/出力

続行

はい

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ソー
ス名列

列名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

列名
オプション/ 169
ページの『行番号
列』

N/A

いいえ

いいえ

N/A

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ 169
ページの『BOM
のストリップ』

「真」/「偽」

External Source ステージ: 「ソース」カテゴリー:
「ソース」カテゴリーを使用して、External Source ステージの処理方法を指定します。
ソース・プログラム
ソース・データを出力するプログラムの名前を指定します。InfoSphere DataStage は、指定されたプログラ
ムを呼び出し、指定された引数を渡します。このプロパティーを反復して、異なる引数を持つ複数のプログ
ラム・インスタンスを指定することができます。ジョブ・パラメーターを使用して、プログラム名および引
数を指定できます。ジョブを Microsoft Windows オペレーティング・システム上で実行する場合、このプ
ロパティーは 255 文字を超えてはいけません。
ソース・プログラム・ファイル
プログラムの名前と引数のリストを含むファイルを指定します。ファイルを参照するか、またはジョブ・パ
ラメーターを指定することができます。このプロパティーを反復して、複数のファイルを指定することがで
きます。
ソース指定方式
このプロパティーでは、プログラムを直接指定するのか (「ソース・プログラム」プロパティーを使用)、
またはプログラムを指定するファイルを使用するのか (「ソース・プログラム・ファイル」プロパティーを
使用) を指定します。
External Source ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、External Source ステージの処理方法を指定します。
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ファイル・パーティションを保持
このプロパティーを「真」に設定すると、読み取りデータのパーティションが保持されます。デフォルトは
「偽」です。
リジェクト・モード
何らかの理由でレコードの読み取りに失敗した場合の動作を指定することができます。処理を続行してリジ
ェクトされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に読み取りを中止する場合は「失
敗」を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。デフォルト
は、「続行」です。
スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、External Source ステージは、ファイル読み取りの
スキーマとして、「列」タブおよび「フォーマット」タブで定義された列定義を使用します。 代わりに、
スキーマを含むファイルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義
とスキーマ・ファイルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使
用して指定します。
ソース名列
これはオプションのプロパティーです。VarChar タイプの追加列をステージの出力に追加します。この列に
は、レコードの読み取り元ソースのパス名が含まれています。また、この列を手動で「列」定義に追加し
て、ランタイム列伝搬を使用していない場合やランタイム列伝搬が何らかの時点でオフにされた場合に、列
がドロップされないようにする必要があります。
行番号列
このプロパティーはオプションです。符号なし BigInt タイプの列をステージの出力に追加します。この列
には、行番号が入っています。また、ランタイム列伝搬が有効に設定されていない限り、この列を列タブに
追加する必要があります。
BOM のストリップ
データの読み取り時に UTF-16 エンディアンネス・バイト・オーダー・マークをドロップするには、この
プロパティーを真に設定します。デフォルトでは、このプロパティーは「偽」に設定されています。

External Source ステージ: 出力リンクの「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブで、読み取り元のソース・データのフォーマットに関する情報を指定できます。
読み取るソース・データのフォーマットに関する情報を指定できます。このタブは、「プロパティー」タブ
と類似したフォーマットになっています。
「フォーマット」設定を変更しなければ、このステージでは次のフォーマットのファイルが生成されます。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
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「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
「デフォルト」ボタンを使用して、デフォルト設定を変更できます。「フォーマット」タブを使用して、必
要な設定を指定してから、「デフォルト」 > 「デフォルトとして保存」をクリックします。これ以降、す
べての順次ファイルで現在の設定がデフォルト設定として使用されます。必要な設定が変わったら、「デフ
ォルト」 > 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」を選択して、上で説明した元のデフォルト設定に戻
すことができます。この操作の後は、「デフォルト」 > 「デフォルトを設定」をクリックして、新しいデ
フォルトを有効にする必要があります。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。出力リンクには適用されません。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。InfoSphere DataStage は、ファイ
ルの読み取り時、指定された区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 InfoSphere DataStage は、ファイルの読み取り時、指定さ
れた区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。次のダイアグラムを参考にしてく
ださい。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
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– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「出力」タブの「スキ
ーマ・ファイル」プロパティーで指定します。このプロパティーには、次の従属プロパティーがありま
す。
– 「インタクトをチェック」。ファイルのインポート時に部分スキーマの検証を強制的に実行する場
合、このプロパティーを選択します。これによってパフォーマンスが低下する場合があることに注意
してください。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を
入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および「レコード
接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終端の 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力するか、次のど
ちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を指定するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを読み取る場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
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ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルから読み取られる列のデフォルトのプロパティーを定義します。デフォルトのプロパティーはすべ
ての列に適用されますが、「列」タブで「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して個々の列の
プロパティーを変更できます。 各列のプロパティーをオーバーライドする一般的な理由として、CSV
(comma-separated values) ファイルの読み取りが挙げられます。CSV ファイルでは、フィールド区切り文字
などの特殊文字がフィールドに含まれる可能性がある場合、そのフィールドを引用符で囲むことが多くあり
ます。このような場合、その列の Quote プロパティーをオーバーライドする必要があります。
文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有
効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「実フィールド長」。フィールドの長さが「NULL フィールド長」プロパティーの設定と等しい場合に
スキップする実際のバイト数を指定します。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。InfoSphere DataStage は、この区切り文字をスキップしながら読み取りを行います。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力し
ます。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペ
ース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しないかぎり、
フィールドは「, 」で区切られます。 InfoSphere DataStage は読み取り時、区切り文字ストリングをスキ
ップしながら読み取ります。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドを読
み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィールド長に長さが設定されていると、そのフィールドに
NULL が含まれることを示します。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用でき
ません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できま
す。例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、また
は ¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合
には、必ずこの形式を使用します。
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このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
列に含めることができる、NULL を表す NULL 値のリストを指定できます。このためには、従属する
「NULL フィールド値区切り文字」プロパティーに区切り文字を指定し、この区切り文字を使用して
「NULL フィールド値」プロパティーの NULL 値を区切ります。例えば、「NULL フィールド値区切
り文字」の設定にスラッシュ文字を含め、NULL/null/NUL/nul と指定すれば、これらのストリングのどれ
もが、その列内で NULL 値を表すことを指定できます。
v NULL フィールド値セパレーター
これは「NULL フィールド値」の従属プロパティーです。「NULL フィールド値」プロパティーで使用
できるセパレーターを指定して、NULL 値を表す値の範囲を指定できます。数値、ストリング、または
文字タイプのリテラル・エスケープ文字を (「NULL フィールド値」の場合と同様) 区切り文字として
指定できますが、コンマ (,) またはスラッシュ (/) 文字などの単一の文字が推奨されます。区切り文字を
指定する必要があるのは、「NULL フィールド値」に複数の値を指定する場合のみです。区切り文字を
指定したのに使用しないと、実行時エラーになります。
v 「接頭部のバイト」。このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切
り文字で区切られるか、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きま
す。InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この接頭部は、ファイルから読み取られ
るデータ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用されるためのものです。
InfoSphere DataStage で読み取るすべてのフィールドのメッセージを作成する場合に設定します。メッセ
ージのフォーマットは次のとおりです。
インポートしています N: D

ここで、
– N はフィールド名です。
– D はインポートされたフィールドのデータです。D に印字不能文字が含まれている場合、その文字
は、先頭にエスケープ文字が付加され、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。フィールド
にバイナリー・データが含まれる場合、8 進形式で出力されます。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
読み取り時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字と末尾の引用文字は無視して、その間に含まれるす
べてのバイトを読み取ります。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー

第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

173

を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この
接頭部は、データ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。デフォルトでは、接頭部
の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– date データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを読
み取ることを指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式
を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
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– time データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」。このプロパティーは出力リンクの場合は無視されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。出力リンクの場合は関係ありません。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。ASCII 文字を EBCDIC 文字として読み取るよう指定する
場合に選択します。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
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v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数フィールドにパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定
します (デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「チェック」。「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうかが検証されます。「い
いえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」。10 進数フィールドを読み取る際に既存の符号を使用する場合に「はい」を選択しま
す。「いいえ」を選択すると、フィールドの実際の符号の値に関係なく正の符号 (0xf) が書き込まれ
ます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。パック 10 進の精度を指定します。数値を入力します。
v 「丸め方式」。ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うようにソース・フィールド
を丸める方式を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースのパック 10 進のスケールを指定します。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
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v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを整数データまたは浮動小数点データに、デフォルト以
外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点ストリングの読み取りに使用さ
れる C 言語フォーマット・ストリングを指定します。これは sscanf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、32 ビット整数は 8 バイトの 16 進値ストリングとし
てフォーマットされます。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを整数または浮動小数点のデータに変換する際に使用され
るフォーマット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C
の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを整数または
浮動小数点データに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマ
ット」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「出力フォーマット」。このプロパティーは出力リンクの場合は関係ありません。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。デフォ
ルトは %hh-%mm-%ss です。フォーマットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してく
ださい。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。フォーマットには日付ストリングと時刻ストリングのフォーマットが結合されます。 34 ページの
『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参照してください。

External Source ステージでの RCP の使用
ランタイム列伝搬 (RCP) を使用すると、InfoSphere DataStage でジョブの列を柔軟に定義できるようにな
ります。
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プロジェクトで RCP が有効な場合は、ジョブで使用する必要な列のみの定義で済みますが、他の列をさま
ざまなステージに伝搬するように InfoSphere DataStage に指示してください。その結果、中間で明示的に
処理しなくても、そのような列をデータ・ソースから抽出してデータ・ターゲットに入力できます。
他の大部分のデータ・ソースと異なり、External Source ステージには固有の列定義が存在しません。この
ため、InfoSphere DataStage は、伝搬する必要がある追加の列があることを常に認識できるとは限りませ
ん。「スキーマ・ファイル」プロパティー (スキーマ・ファイルを参照) で、このステージが参照する順次
ファイル内のすべての列を記述したスキーマを指定している場合のみ、External Source ステージで RCP
を使用できます。列を伝搬する必要があるジョブ内の同様のステージでは、同じスキーマ・ファイルを指定
する必要があります。スキーマ・ファイルを指定する必要のあるステージは次のとおりです。
v Sequential File
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
v Column Import
v Column Export

External Target ステージ
External Target ステージは、1 つ以上のソース・プログラムにデータを書き込むための、ファイル・ステー
ジです。
External Target ステージはファイル・ステージです。このステージを使用して、1 つ以上のソース・プログ
ラムにデータを書き込めます。このステージには 1 つの入力リンクと 1 つのリジェクト・リンクを設定で
きます。パラレル・モードまたは順次モードで実行するように設定できます。外部プログラムから読み取り
ができる External Source ステージもあります ( 164 ページの『External Source ステージ』を参照してくだ
さい)。
External Target ステージを使用して、現在の InfoSphere DataStage Parallel Extender ではサポートされない
データベースとのインターフェースなどの操作を実行できます。
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プログラムに書き込む際、InfoSphere DataStage は、データのフォーマット設定方法に関する情報を必要と
します。必要な情報は、データを行に分割する方法と、行を列に分割する方法です。これは「フォーマッ
ト」タブで指定します。個々の列の設定は、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して「列」
タブでオーバーライドできます。
External Target ステージを編集する際には、External Target ステージ・エディターが表示されます。これ
は、ステージ・エディターで説明している汎用ステージ・エディターが基本になっています。
このステージ・エディターには最大で次の 3 つのページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。データの書き込み先のプログラムの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージにリジェクト・リンクが設定されている場合に表示されます。
External Target ステージでのランタイム列伝搬 (RCP) については、特に注意する事項があります。詳細に
ついては、External Target ステージでの RCP の使用を参照してください。

External Target ステージ: ファースト・パス
このセクションでは External Target ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に External Target ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
External Target ステージを使用するには、次の操作を行います。
v 入力リンクの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– プログラムの詳細をステージで提供するか (デフォルト)、あるいは、ファイルで提供するかを指定し
ます (ファイルで提供する方式では、ファイルと引数のリストを指定できます)。
– デフォルトのターゲット指定方式を使用する場合、実行可能ターゲット・プログラムの名前を指定し
ます。また、InfoSphere DataStage がプログラムの呼び出し時に渡す必要な引数を指定することもでき
ます。複数のプログラムを呼び出す場合は、この手順を反復します。
– プログラム・ファイルのターゲット指定方式を使用する場合、プログラム名と引数のリストを含むフ
ァイルの名前を指定します。
– 何らかの理由で書き込みが失敗した場合に、部分的に書き込まれたデータを削除するかどうかを指定
します (デフォルトは「真」)。
– リジェクト行の処理方法を指定します (デフォルトでは、ステージを続行して行を破棄します)。
v 「フォーマット」タブで、書き込むデータのフォーマットの詳細を指定するか、あるいは、デフォルト
を適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は UNIX の改行文字で区切ら
れています)。
v 列定義を必ず指定するようにしてください (これは前のステージやスキーマ・ファイルでも指定できま
す)。
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External Target ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS マップ」タブはシステムで NLS が有効な場合に表示され、ステージの文字セッ
ト・マップを指定できます。

External Target ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
外部プログラムに出力されるデータは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで
指定されたノード制約によって処理されます。順次モードでは、ソース・プログラムのデータはすべて
コンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」を選択すると、次の
ステージは、パーティションを現状のまま保持するよう要求されます。デフォルトは「クリア」です。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

External Target ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブを使用して、External Target ステージの文字セット・マップを定義します。
これは、プロジェクトまたはジョブに設定されているデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドし
ます。必要な場合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ご
とのマッピングを許可」を選択できます。これを選択すると、External Target ステージで処理されるデータ
内の個々の列に、文字コード・セット・マップを指定できます。「列」タブの列グリッドに追加のプロパテ
ィー「NLS マップ」が表示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring の
みであることに注意してください (データ・タイプを参照してください)。

External Target ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、External Target ステージがデータを外部プログラムに書き込む方法の詳細を指定でき
ます。External Target ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、External Target ステージがデータを外部プログラムに書き込む方法の詳細を指定でき
ます。External Target ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「パーティション」タブでは、入力データを外部プログラ
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ムに書き込む前にそのデータをパーティション化する方法を指定できます。「フォーマット」タブで、書き
込むデータのフォーマットに関する情報を指定します。「列」タブでは、データの列定義を指定します。
「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
External Target ステージのプロパティー、パーティション、フォーマット設定の詳細について、以降のセク
ションで説明します。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してくださ
い。

External Target ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブには、External Target ステージに関連するプロパティーおよびそれらの属性のリスト
が表示されます。
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、
入力データを書き込む方法と、書き込み先のプログラムが決定されます。一部のプロパティーは必須指定
で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフ
ォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 17. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
ターゲット/宛先
プログラム

値

デフォルト

必須

反復

従属

string

N/A

Y (「ソース指定
方式」=「プログ
ラム指定」の場
合)

はい

N/A

N/A

Y (「ソース指定 はい
方式」=「プログ
ラム・ファイル」
の場合)

N/A

パス名
ターゲット/宛先
プログラム・ファ
イル
ターゲット/ター
ゲット指定方式

プログラム指定
プログラム指定/
プログラム・ファ
イル

はい

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/出力

続行

いいえ

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

External Target ステージ: 「ターゲット」カテゴリー:
External Target ステージ: 「ターゲット」カテゴリーには、「宛先プログラム」プロパティー、「宛先プロ
グラム・ファイル」プロパティー、および「ターゲット指定方式」プロパティーが含まれています。「宛先
プログラム」がデータを受信するプログラムの名前を指定するのに対し、「宛先プログラム・ファイル」は
プログラムの名前と引数のリストを含むファイルを指定します。「ターゲット指定方式」は、プログラムを
直接指定するのか、ファイルを使用してプログラムを指定するのかを指定します。
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宛先プログラム
これはオプションのプロパティーです。データを受信するプログラムの名前を指定します。InfoSphere
DataStage は、指定されたプログラムを呼び出し、指定された引数を渡します。このプロパティーを反復し
て、異なる引数を持つ複数のプログラム・インスタンスを指定することができます。ジョブ・パラメーター
を使用して、プログラム名および引数を指定できます。
宛先プログラム・ファイル
このプロパティーはオプションです。プログラムの名前と引数のリストを含むファイルを指定します。ファ
イルを参照するか、またはジョブ・パラメーターを指定することができます。このプロパティーを反復し
て、複数のファイルを指定することができます。
ターゲット指定方式
このプロパティーで、プログラムを直接指定するのか (「宛先プログラム」プロパティーを使用)、または
プログラムを指定するファイルを使用するのか (「宛先プログラム・ファイル」プロパティーを使用) を指
定します。
External Target ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、External Target ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・モード
これはオプションのプロパティーです。何らかの理由でレコードの書き込みに失敗した場合の動作を指定す
ることができます。処理を続行してリジェクトされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされ
た場合に読み取りを中止する場合は「失敗」を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合
は「保存」を選択します。デフォルトは、「続行」です。
スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、External Target ステージは、ファイル書き込みのス
キーマとして、「列」タブで定義された列定義を使用します。代わりに、スキーマを含むファイルを指定す
ることもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイルが一致する
必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。

External Target ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをターゲット・プログラムに書き込む前にそのデータをパーティ
ション化または収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを書き込む前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでデータをパーティション化します。
External Target ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデ
フォルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v External Target ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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External Target ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで External Target ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが、External
Target ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ列のパーティションで一般的に使用される方法です。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは External Target ステージのデフォルト方式です。通常、「自動」モードを使用して
いる場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その行を
読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、ターゲット・プロ
グラムに書き込むように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されま
す。ステージで入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われ
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ます。ステージでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能
かどうかは、選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用
できません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

External Target ステージ: 「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブで、書き込むデータのフォーマットに関する情報を指定できます。
このタブは、「プロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。
「フォーマット」設定を変更しなければ、External Target ステージでは次のフォーマットのファイルが生成
されます。
v データは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。
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レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。ASCII 文字または 0 から 255 の範囲の値を指定します。ドロップダウン・リストか
らスペース、または NULL を選択することもできます。書き込まれたレコード内で、列の位置付けプロ
パティーによってすき間が生じる場合に、この文字を使用してすき間を埋めます。 デフォルト設定は 0
です (NULL 文字)。例えば、スペースに設定するためには、スペース文字を入力するか、または 32 を
入力することもできます。値は 1 バイトに制限されているため、マルチバイト Unicode 文字を指定でき
ないことに注意してください。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 次のダイアグラムを参考にしてください。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

書き込みの際、レコードの最後のフィールド以外のすべてのフィールドの後にスペースが挿入されま
す。 これまでは、最後のフィールドの後ろにもスペースが挿入されていました (最後のフィールドの
後ろにスペースを挿入するリリース 7.5 以前の動作に戻すには、APT_FINAL_DELIM_COMPATIBLE
環境変数を設定します)。
v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
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は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「プロパティー」タブ
の「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定します。従属プロパティー「インタクトをチェック」が
ありますが、入力リンクには適用されません。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以
上の文字を入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および
「レコード接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終わりに書き込む 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力する
か、次のどちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を実装するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
注: レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを書き込む場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。0 または充てん文字が指定されている場合、0 または充てん文字を使用してレコードを指定された
長さまで埋めます。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルに書き込まれる列のデフォルトのプロパティーを定義します。これらのプロパティーは書き込まれ
るすべての列に適用されますが、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「列」タブを使用して、列
の設定を個別にオーバーライドすることができます。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、また
はマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有効な場合)。 使用できるプロパティーは次のとおりで
す。
v 「実フィールド長」。フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で埋めるバイト数を指定し
ます。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識別すると、この長さのフィールドを、充てん文
字で埋めて書き込みます。これは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。
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– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以上の文
字を入力します。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コ
ンマとスペース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しな
いかぎり、フィールドは「, 」で区切られます。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドが書
き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フィールドに NULL が含まれると、NULL フィールド長の
長さ値を書き込みます。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに書き込む値
を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できます。
例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、または
¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合に
は、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
NULL フィールド値には、NULL フィールド値セパレーターという名前のサブプロパティーがありま
す。これは、出力データ用であり、入力リンクに属する「フォーマット」タブでは無視するべきです。
v 「接頭部のバイト」。データ・ファイルの各列に、列の長さまたはタグ付きフィールドのタグ値がバイ
ナリー値で入っている 1、2、または 4 バイトの接頭部を付けることを指定できます。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切り文字で区切られる
か、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きます。InfoSphere
DataStage は、各フィールドの前に接頭部を挿入します。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
書き込み時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字、データ、末尾の引用文字の順で挿入します。引用
文字はフィールド長にはカウントされません。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
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可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、エレメント数を各可変長ベクトル・フ
ィールドの接頭部として挿入します。デフォルトでは、接頭部の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– 日付データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを書
き込むよう指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式を
定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値 フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
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– 時間データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド 各国語サポート・ガイド」を参照)。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
重要: Unicode 文字列を使用している場合は、フィールド長をバイトで計算し、その値を Field Width 列
プロパティーに指定する必要があります。
v 「埋め込み文字」。ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文
字を指定します。文字 (string の場合は 1 バイト。ustring の場合はマルチバイトが可能) を入力する
か、NULL またはスペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサ
イズより大きい場合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいに
なるまで埋め込み文字が埋められます。スペースがデフォルトです。string、ustring、および数値デー
タ・タイプに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrec、または
tagged タイプにも適用されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
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v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。EBCDIC 文字を ASCII 文字として書き込むよう指定す
る場合に選択します。string データ・タイプのフィールドに適用されます。また、record、subrec、また
は tagged フィールドにこのタイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合にも適用されます。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。入力リンクの場合は関係ありません。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定します
(デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「確認」。データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場合は「いいえ」を選
択します。
「符号付き」。10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」を選択します。「いい
え」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。10 進数列がテキスト・フォーマットで書き込まれる場合の精度を指定します。数値を入力し
ます。10 進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィール
ドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。「精度」およ
び「スケール」プロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。これらが定義されている場
合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリ
ングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage
は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに
適合させます。
v 「丸め方式」。10 進数列を書き込む際に値を丸める方法を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
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– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合に、ソースの 10 進
数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage はソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先
のストリングの長さを判別します。デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバーラ
イドできます。その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込み
を行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で
指定されたサイズに適合させます。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。整数または浮動小数点タイプのデータをストリングのデータに、デフォルト
以外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点のストリングを書き込む際に
使用される C 言語の形式ストリングを指定します。これは sprintf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、整数は 8 バイトの 16 進値ストリングになります。
v 「入力フォーマット」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「出力フォーマット」。整数または浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の
sprintf() 関数を呼び出して、整数または浮動小数点のデータとしてフォーマットされている数値フィール
ドをストリングに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマッ
ト」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
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これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。フォー
マットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してください。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォーマットには日付ストリングと時刻スト
リングのフォーマットが結合されます。 34 ページの『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参
照してください。
External Target ステージ: 「出力」ページ:
「出力」ページは、ステージにリジェクト・リンクが設定されている場合に表示されます。
「出力」ページは、ステージにリジェクト・リンクが設定されている場合に表示されます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。
リジェクト・リンクのプロパティーは変更できません。リジェクト・リンクの「プロパティー」タブはブラ
ンクです。
同様に、リジェクト・リンクに対する列定義を編集することはできません。このリンクではデータ・レコー
ドをリジェクトするリンクの列定義が使用されます。

External Target ステージでの RCP の使用
ランタイム列伝搬 (RCP) を使用すると、InfoSphere DataStage でジョブの列を柔軟に定義できるようにな
ります。
プロジェクトで RCP が有効な場合は、ジョブで使用する必要な列のみの定義で済みますが、他の列をさま
ざまなステージに伝搬するように InfoSphere DataStage に指示してください。その結果、中間で明示的に
処理しなくても、そのような列をデータ・ソースから抽出してデータ・ターゲットに入力できます。
他の大部分のデータ・ターゲットと異なり、External Target ステージには固有の列定義が存在しません。こ
のため、InfoSphere DataStage は、伝搬する必要がある追加の列があることを常に認識できるとは限りませ
ん。「スキーマ・ファイル」プロパティー (スキーマ・ファイルを参照) で、このステージが参照する順次
ファイル内のすべての列を記述したスキーマを指定している場合のみ、External Target ステージで RCP を
使用できます。列を伝搬する必要があるジョブ内の同様のステージでは、同じスキーマ・ファイルを指定す
る必要があります。スキーマ・ファイルを指定する必要のあるステージは次のとおりです。
v Sequential File
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
v Column Import
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v Column Export

Complex Flat File ステージ
Complex Flat File (CFF) ステージはファイル・ステージです。このステージを使用してファイルの読み取
りまたはファイルへの書き込みを実行できます。ただし、同じステージで読み取りと書き込みの両方を実行
することはできません。
CFF ステージをソースとして使用する場合は、複数の出力リンクと 1 つのリジェクト・リンクを設定でき
ます。QSAM および VSAM ファイルが入った MVS™ データ・セットを含め、1 つ以上のコンプレック
ス・フラット・ファイルからデータを読み取ることができます。また、複数のレコード・タイプが含まれる
ファイルからデータを読み取ることもできます。ソース・データには、次の節が 1 つ以上含まれていま
す。
v GROUP
v REDEFINES
v OCCURS
v OCCURS DEPENDING ON
注: OCCURS DEPENDING ON 節は、CFF ステージにおいて、読み取り時にはサポートされますが、書き
込み時には完全にはサポートされません。
複数のファイルの読み取りに使用される場合、各 CFF ソース・ステージはパラレル・モードで実行されま
すが、単一リーダーを使用して 1 ファイルのみを読み取る場合は、順次モードで実行するよう構成できま
す。
CFF ステージをターゲットとして使用する場合は、1 つの入力リンクと 1 つのリジェクト・リンクを設定
できます。1 つ以上のコンプレックス・フラット・ファイルにデータを書き込むことができます。MVS デ
ータ・セット、または複数のレコード・タイプが含まれるファイルへの書き込みは実行できません。

図 5. このジョブには、1 つのリジェクト・リンクが設定された Complex Flat File ソース・ステージと 1 つのリジェ
クト・リンクが設定された Complex Flat File ターゲット・ステージがあります。
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Complex Flat File ステージのソースとしての編集
Complex Flat File ステージをソースとして編集する際、ステージが読み取るファイルに関する詳細の提
供、データのレコード定義の作成、列メタデータの定義、レコード ID 制約の指定、および出力列の選択
を行う必要があります。

手順
1. CFF ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」ページで、ステージ・データに関する情報を次のように指定します。
a. 「ファイル・オプション」タブで、ステージが読み取るファイルに関する詳細を指定します。
b. 「レコード・オプション」タブで、ファイル内のデータのフォーマットを記述します。
c. ステージで、複数のレコード・タイプを含むファイルを読み取る場合は、「レコード」タブで、デー
タのレコード定義を作成します。
d. 「レコード」タブで、データの列定義を作成またはロードします。
e. ステージで、複数のレコード・タイプを含むファイルを読み取る場合は、「レコード ID」タブで、
各レコードのレコード ID 制約を定義します。
f. オプション: 「高度」タブで、処理設定を変更します。
3. 「出力」ページで、ソース・ファイルからのデータの読み取り方法を指定します。
a. 「選択」タブで、各出力リンクの列 (複数可) を選択します。
b. オプション: 「制約」タブで、各出力リンクの行をフィルター操作する制約を定義します。
c. オプション: 「高度」タブで、バッファリング設定を変更します。
4. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 CFF ステージ・エディターが閉じます。

レコード定義の作成
複数のレコード・タイプを含むファイルからデータを読み取る場合は、各タイプに別のレコード定義を作成
する必要があります。

手順
1. 「ステージ」ページの「レコード」タブをクリックします。
2. 「単一レコード」チェック・ボックスの選択をクリアします。
3. デフォルトのレコード定義 RECORD_1 を右クリックして、「現行レコードの名前変更」を選択しま
す。
4. デフォルトのレコード定義に新しい名前を入力します。
5. レコード・リストの下部にあるボタンの 1 つをクリックして別のレコードを追加します。各ボタンで挿
入ポイントが異なります。 デフォルト名の NEWRECORD で新規レコードが作成されます。
6. NEWRECORD をダブルクリックして、その名前を変更します。
7. 作成する必要のある新規レコードごとに、ステップ 3 と 4 を反復します。
8. リストのマスター・レコードを右クリックして、「 マスター・レコードの切り替え」を選択します。
マスター・レコードは 1 つのみ許可されます。

列定義
列を定義して、CFF ステージが読み取りまたは書き込みを行うデータを指定します。
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ステージで、複数のレコード・タイプが含まれているファイルからデータを読み取る場合、最初に「レコー
ド」タブでレコード定義を作成する必要があります。ソース・ファイルに含まれるレコード・タイプが 1
つしかない場合、またはステージがデータをターゲット・ファイルに書き込む場合、列は RECORD_1 と
いう名前のデフォルト・レコードに属します。
列定義はリポジトリー内の表からロードするか、または列グリッドに入力することができます。また、デザ
イナーのキャンバス上で、表定義を「リポジトリー」ウィンドウから「CFF ステージ」アイコンにドラッ
グして列を定義することもできます。複数のレコード・タイプがある CFF ソース・ステージに表をドラッ
グすると、列はステージの最初のレコードに追加されます。その後、ステージ・アイコンを右クリックし
て、ポップアップ・メニューから「列を伝搬」を選択すると、それらの列を 1 つ以上の出力リンクに伝搬
できます。
定義する列は、ファイル・フォーマットの実際のレイアウトを反映していなければなりません。列をすべて
表示する必要がない場合は、「表の列の選択」ウィンドウの「フィラーを生成」チェック・ボックスを選択
してフィラーを作成し、不要な列をフィラーで置換できます。フィラーの詳細については、 196 ページの
『フィラーの生成と展開』を参照してください。
列を定義すると、CFF ステージによって、ステージをソース・ステージとして使用している場合は「出
力」ページの「選択」タブに、ターゲット・ステージとして使用している場合は「入力」ページの「列」タ
ブに列が表示されます。
列のロード:
列メタデータを定義する最短の方法は、リポジトリーの表定義から列をロードすることです。
このタスクについて
複数の表定義をロードする場合は、後続の表にある列のリストが、現行リストの最後に追加されます。後続
リストの先頭列のレベル番号が現行リストの末尾列のレベル番号より大きい場合、CFF ステージが 02
FILLER グループ項目を挿入してから、後続のリストをロードします。ただし、ロードされている先頭列が
既にレベル番号 02 である場合、02 FILLER グループ項目は挿入されません。
手順
1. 「ステージ」ページの「レコード」タブをクリックします。
2. 「ロード」をクリックすると、「表定義」ウィンドウが開きます。 このウィンドウは、現行プロジェク
トにあるすべてのリポジトリー・オブジェクトを表示します。
3. リポジトリー・ツリーで表定義を選択して、「OK」をクリックします。
4. 「表の列の選択」ウィンドウでロードする列を選択し、「OK」をクリックします。
5. 列構造内の配列で、フラット化が 1 つのオプションである場合、「コンプレックス・ファイル・ロー
ド・オプション」ウィンドウで配列データを扱う方法を指定します。 詳細は、 196 ページの『コンプレ
ックス・ファイル・ロード・オプション』を参照してください。
列の入力:
列定義を列のグリッドに入力して列のメタデータを定義することもできます。
手順
1. 「ステージ」ページの「レコード」タブをクリックします。
2. グリッドの「レベル番号」フィールドで、データが定義される COBOL レベル番号を指定します。レベ
ル番号を指定しないと、デフォルト値の 05 が使用されます。
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3. 「列名」フィールドに、列の名前を入力します。
4. 「ネイティブ・タイプ」フィールドで、ネイティブ・データ・タイプを選択します。
5. 「長さ」フィールドに、データの精度を指定します。
6. 「スケール」フィールドに、データのスケール・ファクターを指定します。
7. オプション: 「説明」フィールドに、列の説明を入力します。
タスクの結果
プロパティー・ツリーでプロパティーを選択して、「値」フィールドを変更することで、列プロパティーを
編集できます。「追加可能なプロパティー」フィールドを使用して、オプションの属性をプロパティー・ツ
リーに追加します。
COBOL 属性を指定する必要がある場合、列グリッド内を右クリックし、ポップアップ・メニューから「行
の編集」を選択して「列メタデータ編集」ウィンドウを開いてください。
フィラーの生成と展開:
列を Complex Flat File ステージにロードする際、フィラーを生成して、ストレージ・スペースと処理時間
を節約することができます。
メインフレームの表定義には、数百の列が含まれていることがよくあります。 CFF ステージでこれらの列
のすべては表示したくない場合に、フィラーを生成します。ステージに列をロードする際、「表の列の選
択」ウィンドウの「フィラーを生成」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスは、デフ
ォルトで選択されていますが、シンプル・フラット・ファイルあるいはコンプレックス・フラット・ファイ
ルから列をロードする場合にのみ利用可能になります。
選択されなかった列のシーケンスを縮小して、FILLER 項目にできます。項目のストレージ長は、置換され
る個別の列のストレージ長の合計と等しくなります。ネイティブ・データ・タイプは CHARACTER に設
定され、名前は FILLER_XX_YY に設定されます。ここで、XX は開始オフセット、YY は終了オフセッ
トです。グループ配列または OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列のエレメントに対応するフィラーの名
前は FILLER_NN になります。ここで、NN はエレメント番号です。NN は 1 から始まります。選択され
なかった最初のグループ・エレメントが 1 になり、それ以降、順に番号が付けられます。ODO 列に続く
フィラーも順番に番号付けされます。
列の再選択を行う場合は、「レコード」タブにフィラーを展開することができます。列グリッドあるいは列
ツリーのいずれかのフィラーを右クリックして、ポップアップ・メニューから「フィラーの展開」を選択し
ます。「フィラーの展開」ウィンドウで、指定のフィラーの列を一部または全部選択できます。表定義を再
ロードして、列を再選択する必要はありません。
さまざまな COBOL 構造に対するフィラーの生成方法については、 849 ページの『付録 C. フィラー』を
参照してください。
コンプレックス・ファイル・ロード・オプション:
配列を含む列を定義した場合、Complex Flat File ステージで配列データを処理する方法を指定する必要が
あります。
「レコード」タブで配列を含む列定義をロードあるいは入力すると、「コンプレックス・ファイル・ロー
ド・オプション」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、列定義の名前とその構造が表示されま
す。配列サイズは、括弧内に示されます。次のオプションのいずれかを選択して、ステージで配列を処理す
る方法を指定してください。

196

パラレル・ジョブ開発者ガイド

v 「選択された配列をフラット化」。フラット化する配列を個別に選択することを指定します。このオプ
ションがデフォルトです。列リストの配列を右クリックし、ポップアップ・メニューから「フラット
化」を選択します。フラット化できない列は選択できません。フラット化される配列は、配列アイコン
が変わります。
v 「すべての配列をフラット化」。すべての配列をフラット化し、配列のエレメントごとに列を作成しま
す。
v 「現状のまま」。配列を変更せずそのまま渡します。
配列を現状のまま渡すことを選択すると、配列の列は現状のままロードされます。
配列のフラット化を選択すると、配列のすべてのエレメントが表定義の個別の列として表示されます。実行
時にデータは 1 つの行として表示されます。各配列エレメントは、名前に数値の接尾部を付けられてユニ
ークになります。
例えば、次のようなコンプレックス・フラット・ファイル構造 (COBOL ファイル定義フォーマット) があ
るとします。
05
05
05

ID
NAME
CHILD

PIC X(10)
PIC X(30)
PIC X(30) OCCURS 5 TIMES

配列のフラット化の結果、次の列定義が得られます。
05
05
05
05
05
05
05

ID
NAME
CHILD
CHILD_2
CHILD_3
CHILD_4
CHILD_5

PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC

X(10)
X(30)
X(30)
X(30)
X(30)
X(30)
X(30)

パラレル配列も、同様にフラット化されます。
再定義フィールドまたは OCCURS DEPENDING ON 節がある配列の列はフラット化できません。そのよ
うな列は、「コンプレックス・ファイル・ロード・オプション」ウィンドウですべての配列をフラット化す
るよう選択しても、現状のまま渡されます。

レコード ID 制約の定義
複数のレコード・タイプが含まれているファイルから Complex Flat File ステージを使用してデータを読み
取る場合、各レコードのフォーマットを識別するレコード ID 制約を指定する必要があります。

このタスクについて
レコード ID 節で識別する列は、レコード全域にわたって同一物理ストレージ・ロケーションに存在して
いる必要があります。制約は、列 = 値の簡単な等式でなければなりません。

手順
1. 「ステージ」ページの「レコード ID」タブをクリックします。
2. 「レコード」リストからレコードを選択します。
3. 「列」リストからレコード ID 列を選択します。 このリストには、選択したレコードの最初の
OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列とその後続の列を除くすべての列が表示されます。
4. 「演算子」リストから = 演算子を選択します。
5. 「値」フィールドにレコード ID 列の識別値を指定します。 文字値は、単一引用符で囲みます。
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出力列の選択
出力列を選択して、ソース・ファイルのどの列を CFF ステージは出力リンクに渡すべきかを指定します。

このタスクについて
ステージから出力する複数レコード・タイプの列を選択します。各リンクで出力する列を選択しないと、
「OK」をクリックしてステージを終了するときに、CFF ステージは自動で、グループ列以外のすべてのス
テージ列を空の各出力リンクに伝搬します。

手順
1. 「出力」ページの「選択」タブをクリックします。
2. 出力リンクが複数ある場合、「出力名」リストから必要なリンクを選択します。
3. 次の方式のいずれかを使用して出力リンクの列を選択します。
オプション

説明

個別の列を選択

Ctrl キーを押して「使用可能な列」ツリーの列をクリック
します。「>」をクリックして、列を「選択された列」
リストに移動します。

単一のレコード定義のすべての列を選択

「使用可能な列」ツリーのレコード名またはその列をクリ
ックし、「>>」をクリックして「選択された列」 リスト
に移動します。最初に「グループ列選択を有効化」チェッ
ク・ボックスを選択していない限り、デフォルトで、グル
ープ列は組み込まれません。

列を順序に関係なく選択しても、入力列の構造と一致するように「選択された列」リストに再配列され
ます。
配列の列:
出力として配列の列を選択すると、CFF ステージは、選択した配列のタイプに応じて異なる方法でデータ
を出力リンク・データに渡します。
配列の列を CFF ステージにロードする際、配列データの処理方法を指定する必要があります。データを現
状のまま渡すか、ステージに入力する際にすべての配列をフラット化するか、または、入力の際に選択した
配列をフラット化することができます。「レコード」タブに列定義をロードするときに表示される「コンプ
レックス・ファイル・ロード・オプション」ウィンドウで、これらのオプションから 1 つを選択します。
配列のフラット化を選択すると、列メタデータがステージにロードされる際にフラット化が実行されます。
すべての配列エレメントが、表の個別の列として表示されます。配列の各列は、名前に数値の接尾部が付い
てユニークになります。任意の列またはすべての列を選択して出力できます。
配列を現状のまま受け渡す場合、配列構造は保持されます。実行時、各入力行のデータは 1 つの行として
表示されます。配列を正規化する場合は、1 つの入力行が複数の出力行に分解されます。
次の例で CFF ステージが、以下のような異なる種類の配列の列から出力リンクにデータを渡す方法を示し
ます。
v

199 ページの『単純な正規化配列の列』

v

199 ページの『ネストされた正規化配列の列』

v

199 ページの『パラレル正規化配列の列』

v

200 ページの『ネストされたパラレル非正規化配列の列』
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単純な正規化配列の列
単純配列とは、単一の 1 次元配列のことです。次に、すべての列を出力列として選択した場合の結果例を
示します。入力ファイルから読み取られる各レコードに対して、5 つの行が出力リンクに書き込まれます。
リンクに出力する 6 行目になると、ファイルから 2 番目のレコードが読み取られ、再度処理が開始されま
す。
入力レコード:
05
05
05

ID
NAME
CHILD

PIC X(10)
PIC X(30)
PIC X(30) OCCURS 5 TIMES.

出力行:
Row
Row
Row
Row
Row

1:
2:
3:
4:
5:

ID
ID
ID
ID
ID

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME

CHILD(1)
CHILD(2)
CHILD(3)
CHILD(4)
CHILD(5)

ネストされた正規化配列の列
次に、ネストされた配列の列を出力として選択した場合の結果例を示します。FIELD-A、FIELD-C および
FIELD-D を出力列として選択すると、CFF ステージは、各レベルで OCCURS の値を乗算します。この例
では、6 行が出力リンクに書き込まれます。
入力レコード:
05
05

FIELD-A
FIELD-B
10 FIELD-C
10 FIELD-D

PIC X(4)
OCCURS 2 TIMES.
PIC X(4)
PIC X(4) OCCURS 3 TIMES.

出力行:
Row
Row
Row
Row
Row
Row

1:
2:
3:
4:
5:
6:

FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A

FIELD-C(1)
FIELD-C(1)
FIELD-C(1)
FIELD-C(2)
FIELD-C(2)
FIELD-C(2)

FIELD-D(1,1)
FIELD-D(1,2)
FIELD-D(1,3)
FIELD-D(2,1)
FIELD-D(2,2)
FIELD-D(2,3)

パラレル正規化配列の列
パラレル配列は、同じレベル番号を持つ配列の列です。最初の例では、パラレル配列のすべての列を出力列
として選択した場合の結果例を示します。CFF ステージは、最大の添え字で、出力行の数を決定します。
結果として、最も小さい配列はデフォルト値で埋め込まれ、そのエレメント列が反復されます。次の例で
は、すべての入力フィールドを出力列として選択すると、4 行が出力リンクに書き込まれます。
入力レコード:
05
05
05
05
05

FIELD-A
FIELD-B
FIELD-C
FIELD-D
FIELD-E

PIC
PIC
PIC
PIC
PIC

X(4)
X(4) OCCURS 2 TIMES.
X(4)
X(4) OCCURS 3 TIMES.
X(4) OCCURS 4 TIMES.

出力行:
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Row
Row
Row
Row

1:
2:
3:
4:

FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A

FIELD-B(1)
FIELD-B(2)

FIELD-C
FIELD-C
FIELD-C
FIELD-C

FIELD-D(1)
FIELD-D(2)
FIELD-D(3)

FIELD-E(1)
FIELD-E(2)
FIELD-E(3)
FIELD-E(4)

次の例では、パラレル配列の列のサブセットのみが選択されています (FIELD-B および
FIELD-E)。FIELD-D は現状のまま渡されます。出力行の数は、非正規化列の最大サイズにより決定されま
す。この例では、出力リンクに 4 行書き込まれます。
出力行:
Row
Row
Row
Row

1:
2:
3:
4:

FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A

FIELD-B(1)
FIELD-B(2)

FIELD-C
FIELD-C
FIELD-C
FIELD-C

FIELD-D(1)
FIELD-D(1)
FIELD-D(1)
FIELD-D(1)

FIELD-D(2)
FIELD-D(2)
FIELD-D(2)
FIELD-D(2)

FIELD-D(3)
FIELD-D(3)
FIELD-D(3)
FIELD-D(3)

FIELD-E(1)
FIELD-E(2)
FIELD-E(3)
FIELD-E(4)

ネストされたパラレル非正規化配列の列
この複雑な例は、パラレル配列フィールドとネストされた配列フィールドの両方を出力として選択した場合
の結果を示します。次の例で、FIELD-A、FIELD-C、および FIELD-E を出力列として選択すると、CFF ス
テージが各レベルの最大の OCCURS 値を使用し、それらを乗算して、出力行数を決定します。この場合、
外部 (05) レベルでは 3 が OCCURS の最大値で、内部 (10) レベルでは 5 が OCCURS の最大値です。
すなわち、15 行が出力リンクに書き込まれます。一部の添え字は、反復されます。特に、各レベルで
OCCURS の最大値に達しない添え字 (FIELD-C の 2 番目の添え字、FIELD-E の最初の添え字など) は、
最初から振り直されることに注意してください。
05
05
05

FIELD-A
FIELD-B
10 FIELD-C
FIELD-D
10 FIELD-E

PIC X(10)
OCCURS 3 TIMES.
PIC X(2) OCCURS 4 TIMES.
OCCURS 2 TIMES.
PIC 9(3) OCCURS 5 TIMES.

出力行:
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row
Row

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A
FIELD-A

FIELD-C(1,1)
FIELD-C(1,2)
FIELD-C(1,3)
FIELD-C(1,4)
FIELD-C(2,1)
FIELD-C(2,2)
FIELD-C(2,3)
FIELD-C(2,4)

FIELD-E(1,1)
FIELD-E(1,2)
FIELD-E(1,3)
FIELD-E(1,4)
FIELD-E(1,5)
FIELD-E(2,1)
FIELD-E(2,2)
FIELD-E(2,3)
FIELD-E(2,4)
FIELD-E(2,5)

FIELD-C(3,1)
FIELD-C(3,2)
FIELD-C(3,3)
FIELD-C(3,4)

グループ列:
出力にグループ列を選択すると、CFF ステージは、選択に応じて異なる方法でデータを出力リンク・デー
タに渡します。
グループ列にはエレメントまたはサブグループが含まれます。出力するグループまたはそのエレメントを選
択すると、 CFF ステージは次の方法でそれらを処理します。
v グループ列をグループ列のエレメントと一緒に選択した場合、グループ列および選択したエレメント列
は、グループとエレメントの列として渡されます。
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v グループ列そのものを選択せずに、グループのエレメントのみを選択した場合、選択したエレメント列
は個別の列として取り扱われます。選択された列が複数のグループまたはネストされたグループ内にあ
る場合でも、すべてのエレメント列が「選択」タブの選択リストの最上位レベルの列として取り扱われ
ます。
v グループ列をそのエレメントなしに選択することはできません。

出力リンク制約の定義
出力リンクの制約を定義することで、Complex Flat File ステージからの各出力リンクのデータをフィルタ
ーできます。

このタスクについて
「出力」ページの「制約」タブで「デフォルト」をクリックして、選択済みの各出力レコードにレコード
ID 制約と一致する出力リンク制約を設定します。「デフォルト」ボタンは、制約グリッドが空の場合のみ
使用可能です。レコード ID 制約について詳しくは、 197 ページの『レコード ID 制約の定義』を参照し
てください。

手順
1. 「出力」ページの「制約」タブをクリックします。
2. 必要な場合は、グリッドの「(」フィールドで、左括弧を選択します。 括弧を使用して、複雑な制約式
を評価する順序を指定できます。
3. 「列」フィールドで、列またはジョブ・パラメーターを選択します。 (グループ列は制約式では使用で
きず、表示されません。)
4. 「演算子」フィールドで、演算子または論理関数を選択します。
5. 「列/値」フィールドで、列またはジョブ・パラメーターを選択し、セルをダブルクリックして値を入力
します。文字値を単一引用符で囲みます。
6. 必要な場合は、「)」フィールドで、右括弧を選択します。
7. 複合式をビルドしている場合、「論理」フィールドで「AND」または「OR」を選択して次の行に式を
継続します。
8. 「検証」をクリックします。 エラーが見つかった場合は、式を修正するか、「すべてクリア」をクリッ
クして最初からやり直すか、または、キャンセルしてください。正しくない制約は、保存できません。

タスクの結果
式の演算子の順序は、SQL の標準に基づきます。制約を検証後、冗長的な括弧を削除してもかまいませ
ん。

Complex Flat File ステージのターゲットとしての編集
CFF ステージをターゲットとして編集する際、ステージが書き込むファイルに関する詳細の提供、データ
のレコード・フォーマットの定義、および列メタデータの定義を行う必要があります。

手順
1. CFF ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」ページで、ステージ・データに関する情報を次のように指定します。
a. 「ファイル・オプション」タブで、ステージが書き込むファイルに関する詳細を指定します。
b. 「レコード・オプション」タブで、ファイル内のデータのフォーマットを記述します。

第 5 章 ファイルの読み取りと書き込み

201

c. 「レコード」タブで、データの列定義を作成またはロードします。 列の定義方法に関する情報は、
194 ページの『列定義』を参照してください。
d. オプション: 「高度」タブで、処理設定を変更します。
3. オプション: 「入力」ページで、ターゲット・ファイルへのデータの書き込み方法を指定します。
a. 「高度」タブで、バッファリング設定を変更します。
b. 「パーティション」タブで、パーティションの設定を変更します。
4. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 CFF ステージ・エディターが閉じます。

リジェクト・リンク
Complex Flat File ステージは、ステージをソースとして使用しても、ターゲットとして使用しても、リジ
ェクト・リンクを 1 つ設定できます。
CFF ソース・ステージでは、ソース・ファイルが OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列が無い単一レコー
ド・タイプを含む場合にのみ、リジェクト・リンクがサポートされます。CFF ターゲット・ステージで
は、ターゲット・ファイルに OCCURS DEPENDING ON 列が含まれていない場合にのみ、リジェクト・
リンクがサポートされます。
リジェクト・リンクの選択プロパティーは変更できません。リジェクト・リンクの「選択」タブはブランク
になります。
リジェクト・リンクに対する列定義を編集することはできません。ファイル書き込みの際、リジェクト・リ
ンクは、入力リンクの列定義を使用します。ファイルの読み取りの際は、リジェクト・リンクは、読み取り
のあとにスキーマに一致しないためリジェクトされた列に、リジェクト列と命名された生データを含む単独
の列を使用します。

Big Data File ステージ
Big Data File ステージを使用して、Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) のファイルにアクセスでき
ます。Big Data File ステージを使用して、HDFS ファイルの読み取りと書き込みを行います。

概要
Big Data File ステージは、Sequential File ステージと機能が似ています。このステージを使用して、複数
のファイルを処理したり、複数のファイルを出力で保存したりできます。Big Data File ステージを、パラ
レル・モードまたは順次モードで実行するジョブで使用できます。ただし、Big Data File ステージをサー
バー・ジョブで使用することはできません。
Big Data File ステージをターゲットとして使用する場合は、1 つの入力リンクと 1 つのリジェクト・リン
クを設定できます。Big Data File ステージをソースとして使用して、データを 1 つ以上のファイルに書き
込むことができます。

Big Data File ステージの環境の構成
Big Data File ステージを使用して Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) にアクセスするためには、
libhdfs.so 共有ライブラリーと、その必須 JAR ライブラリー、および構成ファイルを、Big Data File ス
テージが IBM InfoSphere Information Server エンジン層システム上で利用できるようにする必要がありま
す。
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始める前に
v 環境変数を変更するには、IBM InfoSphere DataStage のアドミニストレーター・レベルのアクセス権限
が必要です。
v InfoSphere Information Server が Linux または AIX® オペレーティング・システムにインストールされ
ている必要があります。
v 新規バージョンがリリースされると Hadoop ライブラリーの名前と場所が変わる可能性があるため、最
新情報を使用するようにしてください。例えば InfoSphere BigInsights™ を使用する場合は、Java™
libraries used to configure Big Data File stage for use with HDFS を参照してください。

このタスクについて
Big Data File ステージを使用するためには、このステージが HDFS の libhdfs.so 共有ライブラリー、そ
の関連 JAR ライブラリー、および構成ファイルにアクセスできるようにする必要があります。
REST 接続方式を介して、または AIX オペレーティング・システムから Big Data File ステージを使用し
て InfoSphere BigInsights HDFS にアクセスするのであれば、InfoSphere BigInsights の libhdfs.so ライブ
ラリーは必要ありません。ただしその場合も、このライブラリーの関連 .jar ファイルと構成ファイルには
アクセスできる必要があります。
HDFS とパラレル・エンジンが別々のシステムにある場合、InfoSphere Data Click が HDFS の .jar ファ
イル、HDFS の構成ディレクトリー、および libhdfs.so 共有ライブラリー (必要な場合) にアクセスでき
るようにしてください。
これらの HDFS コンポーネントにアクセスできるようにするための方法の 1 つは、NFS を使用して、
HDFS コンピューターからパラレル・エンジン・コンピューターにディレクトリーをマウントすることで
す。NFS を使用したディレクトリーのマウントについて詳しくは、Potential issues sharing libhdfs via NFS
mount を参照してください。
HDFS コンポーネントにアクセスできるようにするためのもう 1 つの方法は、パラレル・エンジンをホス
トするコンピューターに HDFS コンポーネントをコピーすることです。この方法を使用する場合は、ライ
ブラリーの名前や場所が変わった場合に HDFS コンポーネントを更新する必要があります。
コピー方式を、Linux オペレーティング・システム上の InfoSphere BigInsights HDFS に対して使用する場
合は、syncbi.sh ツールを使用できます。このツールを使用すると、必要なライブラリー、.jar ファイル、
および構成ファイルの初期コピーを行うことができます。このツールは、ishdfs.config ファイルを使用し
て必要な CLASSPATH 環境変数も設定します。また、このツールを使用して構成の同期を維持することもで
きます。
必須 Hadoop JAR ライブラリー
libhdfs.so ライブラリーが正しく機能するよう、Apache Software Foundation では、すべての .jar ファ
イルを $HADOOP_PREFIX および $HADOOP_PREFIX/lib のディレクトリーに含め、hdfs-site.xml ファイルが
含まれている構成ディレクトリーを CLASSPATH 変数に含めることを推奨しています。これらのディレクト
リーの場所は、Hadoop のディストリビューションごとに異なり、リリースごとに異なることもあります。
一部のディストリビューションやリリースでは、いくつかの jars がそれまでのディレクトリーから追加の
ディレクトリーに移されたことさえあります。
InfoSphere BigInsights バージョン 2.1.2 の場合、必須 Hadoop JAR ディレクトリーは、
$BIGINSIGHTS_HOME/IHC と $BIGINSIGHTS_HOME/IHC/share/hadoop/common/lib です。
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注: syncbi.sh ツールを使用すると、InfoSphere BigInsights システム上の上記ディレクトリーにある .jar
ファイルが、パラレル・エンジン・システム上の 1 つのディレクトリー $DSHOME/../biginsights にコピ
ーされます。
構成ディレクトリーは $BIGINSIGHTS_HOME/hadoop-conf/ です (syncbi.sh ツールにより
$DSHOME/../biginsights/hadoop-conf/ にコピーされます)。
Cloudera CDH バージョン 4.4 の場合、必須 Hadoop JAR ディレクトリーは <CDH_ROOT>/lib/haddop/、
<CDH_ROOT>/lib/hadoop/lib/、および <CDH_ROOT>/lib/hadoop/client/ です。構成ディレクトリーは
/etc/hadoop/conf/ です。
HortonWorks HDP バージョン 2.1 の場合、必須 Hadoop JAR ディレクトリーは /usr/lib/hadoophdfs、/usr/lib/hadoop、および /usr/lib/hadoop/lib です。構成ディレクトリーは /etc/hadoop/conf/
です。

手順
1. InfoSphere Information Server エンジンを実行するコンピューターで、InfoSphere DataStage アドミニス
トレーター・ユーザーとしてログインします。
2. 以下のいずれかのタスクを完了することによって、CLASSPATH 環境変数を使用して Hadoop JAR ライブ
ラリーと構成ディレクトリーへのアクセスを構成します。ishdfs.config ファイルを使用するか、環境
設定から CLASSPATH 変数を設定するか、どちらかを選ぶことができます。第 1 の方法、つまり
ishdfs.config ファイルを使用すると、必須ディレクトリー内のすべての .jar ファイルを「*」構文を
使用して指定できるので、この方法を推奨します。例えば、/opt/ibm/biginsights/IHC/* と指定すれ
ば、/opt/ibm/biginsights/IHC ディレクトリー内のすべての .jar ファイルを指定できます。
isdhfs.config ファイルを使用せずに CLASSPATH 変数を設定する場合、/opt/ibm/biginsights/IHC デ
ィレクトリー内の各 .jar ファイルを CLASSPATH 変数に個別に、例えば、/opt/ibm/biginsights/IHC/
hadoop-core-2.2.0-mr1.jar: /opt/ibm/biginsights/IHC/hadoop-streaming.jar といったように追加す
る必要があります。
ヒント: .jar ファイルを CLASSPATH 変数に追加するときは、シンボリック・リンクに注意してくださ
い。多くの Hadoop ディストリビューションでは、.jar ファイルに対して、symlink によるバージョン
なしの別名が提供されます。例えば、hadoop-core.jar は、hadoop-core-2.2.0-mr1.jar へのリンクで
ある場合もあります。こういった .jar ファイルを複数の名前で含める必要はありません。また、.jar
ファイルを Hadoop システムからパラレル・エンジン・システムにコピーする場合、CLASSPATH 変数で
使用している symlink 名が、コピー後も有効な場所を指すようにしてください。
重要: 環境設定から CLASSPATH 変数を設定している場合に、 dsenv ファイル内に他のステージ (例え
ば Oozieステージ) 用に設定されている既存の CLASSPATH 変数があるときは、その設定を Big Data
File ステージの設定で置き換えないください。代わりに、Big Data File ステージの CLASSPATH 変数
を、既存の dsenv CLASSPATH 変数とマージします。または、アドミニストレーター・クライアントから
CLASSPATH 変数を設定する場合は、その既存の CLASSPATH 変数を、アドミニストレーター・クライアン
トに設定されている Big Data File ステージの CLASSPATH に追加します。
v Big Data File ステージ用の ishdfs.config 構成ファイルを使用して、CLASSPATH 環境変数を定義しま
す。
ヒント: InfoSphere BigInsights HDFS を使用している場合に、syncbi.sh ツールを使用して .jar ファ
イルを取得すると、ishdfs.config ファイルが ishdfs.config.biginsights ファイルから自動的に
作成されます。この ishdfs.config ファイルは、ダウンロードされて $DSHOME/../biginsights デ
ィレクトリーに解凍された .jar ファイルを指しています。
v 環境設定で CLASSPATH 変数を設定します。変数には次の内容を含める必要があります。
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a. Hadoop で必須のすべての jar。必須 jar が含まれているディレクトリーについては、必須 Hadoop
.jar ライブラリーに関する前述の情報を参照してください。
b. Hadoop 構成ディレクトリー。これは、hdfs-site.xml が含まれているディレクトリーです。
c. InfoSphere BigInsights コンソールで REST API にアクセスする場合のみ、次の jar ライブラリー
を追加します。
– JSON4J.jar
– httpcore-4.2.1.jar
– httpclient-4.2.1.jar
– biginsights-restfs-1.0.0.jar
– cc-http-api.jar
– cc-http-impl.jar
例えば、InfoSphere BigInsights を使用する場合に、REST API 対応が必要であるなら、環境設定を使用
して設定する CLASSPATH 変数には、次の内容が含まれている必要があります。
CLASSPATH=${CLASSPATH}:
/opt/ibm/biginsights/IHC/hadoop-core-2.2.0-mr1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/hadoop-mr1-examples-2.2.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/hadoop-streaming.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jersey-server-1.9.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/hadoop-auth-2.2.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/asm-3.2.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jackson-jaxrs-1.8.8.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/xmlenc-0.52.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-httpclient-3.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-codec-1.4.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jersey-core-1.9.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-net-3.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jackson-mapper-asl-1.8.8.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/avro-1.7.4.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-io-2.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-cli-1.2.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/guava-11.0.2.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jasper-runtime-5.5.23.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/stax-api-1.0.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jettison-1.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jets3t-0.6.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-math-2.2.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jsr305-1.3.9.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jetty-util-6.1.26.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-digester-1.8.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/mockito-all-1.8.5.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jsch-0.1.42.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/paranamer-2.3.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-el-1.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/xz-1.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/servlet-api-2.5.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jetty-6.1.26.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-lang-2.5.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jackson-xc-1.8.8.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jsp-api-2.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/log4j-1.2.17.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-1.8.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jersey-json-1.9.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jackson-core-asl-1.8.8.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/zookeeper-3.4.5.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/netty-3.6.2.Final.jar:
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/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-compress-1.4.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/activation-1.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/guardium-proxy.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.5.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-collections-3.2.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-configuration-1.6.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/hadoop-annotations-2.2.0.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/commons-logging-1.1.1.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/slf4j-api-1.7.5.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/jasper-compiler-5.5.23.jar:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/junit-4.8.2.jar:
/opt/ibm/biginsights/hadoop-conf:
/opt/ibm/biginsights/lib/JSON4J.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpclient-4.2.1.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpcore-4.2.1.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/biginsights-restfs-1.0.0.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/cc-http-api.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/cc-http-impl.jar

ishdfs.config ファイルを使用すれば、次のように、同じ PATH 変数をより単純に指定することがで
きます。
CLASSPATH= /opt/ibm/biginsights/IHC/*:
/opt/ibm/biginsights/IHC/share/hadoop/common/lib/*:
/opt/ibm/biginsights/hadoop-conf:
/opt/ibm/biginsights/lib/JSON4J.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpclient-4.2.1.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpcore-4.2.1.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/biginsights-restfs-1.0.0.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/cc-http-api.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/cc-http-impl.jar

3. libhdfs.so ファイルが含まれているディレクトリーを LD_LIBRARY_PATH 変数に追加します。 次の例で
は、HDFS ファイルは /opt/ibm/ というディレクトリーにあります。
v InfoSphere BigInsights では、 BigInsightsDirectory/IHC/c++/Linux-amd64-64/lib ディレクトリー
を LD_LIBRARY_PATH 変数に追加します。InfoSphere Information Server の LD_LIBRARY_PATH 変数は、
次の例のようになります。
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/bin/classic:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/cpp:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/proxy/cpp/linux-all-x86_64:
:/opt/ibm/biginsights/IHC/c++/Linux-amd64-64/lib:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/lib/amd64:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/lib/amd64/classic
export LD_LIBRARY_PATH

この、 libhdfs.so ファイルが含まれているディレクトリーは、AIX システム上の InfoSphere
Information Server パラレル・エンジンには必要ありません。
v Cloudera または HortonWorks の場合は、libhdfs.so ファイルが含まれているディレクトリーと、
Cloudera で使用される Java Development Kit (JDK) を、LD_LIBRARY_PATH 変数に追加します。次の
例では、libhdfs.so が /usr/lib64 ディレクトリーにあります。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/lib:
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/lib:
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSComponents/bin:
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/lib:
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/uvdlls:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/lib:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/bin:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/jre/bin/classic:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/lib/cpp:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/proxy/cpp/linux-all-x86_64:
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/usr/lib:
.:
/usr/lib64:
/usr/local/jdk1.6.0_21/jre/lib/amd64/server/:
/usr/local/jdk1.6.0_21/jre/lib/amd64
export LD_LIBRARY_PATH

4. JDK bin ディレクトリーを PATH 変数に追加します。 InfoSphere Information Server の PATH 環境変数
は、使用している HDFS に基づき、次の例のようになります。
InfoSphere BigInsights の場合:
PATH=$PATH:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/bin:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin:
/usr/lib64/qt-3.3/bin:
/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:
/bin:/home/dsadm/bin:/opt/ibm/biginsights/jdk/bin
export PATH

Cloudera または HortonWorks の場合:
PATH=$PATH:
/opt/IBM/InformationServer/jdk/bin:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin:
/usr/local/bin:
/bin:
/home/dsadm/bin:
/usr/local/jdk1.6.0_21/bin
export PATH

ご使用のコンピューターに必要な JDK のレベルと JDK の場所は、先の例で示されているものとは異
なる場合があります。
5. core-site.xml ファイル内の fs.hdfs.impl プロパティーを確認します。このプロパティーが存在しない
場合、次のいずれかの方法でプロパティーを追加します。
v Hadoop 構成ディレクトリーを 1 つ以上の DS システムにコピーした場合、これらのシステム上の
core-site.xml ファイルにプロパティーを追加します。
v NFS マウントを介してリモートで core-site.xml にアクセスした場合、 BI システム上の
core-site.xml ファイルにプロパティーを追加します。
プロパティーの追加後、新しいプロパティーは次の例のようになります。
<property>
<name>fs.hdfs.impl</name>
<value>org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem</value>
</property>

6. InfoSphere Information Server および IBM WebSphere® Application Server サービスを再始動します。

Big Data File ステージ用の構成ファイルの作成
分散ファイル・システム (InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) など) に対
する接続を確立するため、必要な CLASSPATH 情報を含む ishdfs.config 構成ファイルを作成すること
ができます。

始める前に
ishdfs.config ファイルを作成するには、IBM InfoSphere DataStage のアドミニストレーター・レベルのア
クセス権限が必要です。また、Big Data File ステージが Linux オペレーティング・システム、または
AIX オペレーティング・システムにインストールされていることが必要です。
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このタスクについて
ishdfs.config ファイルには、 HDFS からメタデータをインポートしてデータを HDFS に移動する際に
必要な Java ライブラリーとファイル・システム・フォルダーを含めた、CLASSPATH パラメーターを設定
します。
HDFS と InfoSphere Information Server エンジンが同じコンピューターにインストールされていない場合
は、InfoSphere Information Server エンジンがインストールされているコンピューターに HDFS のクライア
ント・ライブラリーとクライアント構成ファイルをコピーするか、または、これらのクライアント・ライブ
ラリーとクライアント構成ファイルをリモート HDFS システムから利用できるようにすることができま
す。どの方法を使用する場合も、InfoSphere Information Server エンジンが HDFS のクライアント .jar フ
ァイルと構成ファイルのディレクトリーにアクセスできることが必要です。
ヒント: コピー方式を、Linux オペレーティング・システム上の InfoSphere BigInsights HDFS に対して使
用する場合は、syncbi.sh ツールを使用できます。このツールを使用すると、必要なライブラリー、.jar フ
ァイル、および構成ファイルの初期コピーを行うことができます。このツールは、ishdfs.config ファイル
を使用して必要な CLASSPATH 環境変数も設定します。ishdfs.config.biginsights テンプレート・ファ
イルは ishdfs.config ファイルにコピーされます。また、このテンプレート・ファイルは、ダウンロード
されて $DSHOME/../biginsights ディレクトリーに解凍された .jar ファイルを指しています。
HDFS API を使用して HDFS と通信するように構成された Big Data File ステージは、 ishdfs.config
構成ファイルが使用可能であればこの構成ファイル内の CLASSPATH変数を使用します。この CLASSPATH
変数の使用は、Big Data File ステージに対する CLASSPATH 変数の他のすべての設定をオーバーライドし
ます。

手順
1. InfoSphere Information Server エンジンがインストールされているコンピューターのすべてのユーザーに
対して読み取り権限を有効に設定した ishdfs.config 構成ファイルを作成します。 ishdfs.config フ
ァイルは必ず IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーに配置してください。ここで、IS_HOME は
InfoSphere Information Server のホーム・ディレクトリーです。構成ファイル名では大/小文字が区別さ
れます。
2. ishdfs.config ファイルで、次のパラメーターを追加して、 Java ライブラリー (HDFS 用のクラスと
パッケージが含まれている) の場所を指定します。
CLASSPATH= hdfs_classpath

CLASSPATH 行を追加し、hdfs_classpath 値を指定します。値 hdfs_classpath は、 HDFS へのアクセス時
に使用されるファイル・システム成果物をコロンで区切ったリストです。各エレメントは、完全修飾フ
ァイル・システム・ディレクトリー・パス、または .jar ファイル・パスでなければなりません。この
クラスパス例は InfoSphere BigInsights の場合です。別の HDFS ディストリビューションを使用してい
る場合、クラスパスは異なります。
Java ライブラリーおよびファイル・システム・フォルダーの例を次に示します。
$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpclient-4.2.1.jar
$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpcore-4.2.1.jar
$DSHOME/../PXEngine/java/biginsights-restfs-1.0.0.jar
$DSHOME/../PXEngine/java/cc-http-api.jar
$DSHOME/../PXEngine/java/cc-http-impl.jar
/opt/IBM/biginsights/IHC/lib/*
/opt/IBM/biginsights/IHC/*
/opt/IBM/biginsights/lib/JSON4J.jar
/opt/IBM/biginsights/hadoop-conf
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$DSHOME は、 IS_HOME/Server/DSEngine directory ディレクトリーを指す環境変数です。デフォル
ト・ディレクトリーは /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine directory です。例えば、
ishdfs.config ファイルを作成し、次の行を入力します。
CLASSPATH= $DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpclient-4.2.1.jar:$DSHOME
/../../ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpcore-4.2.1.jar:$DSHOME
/../PXEngine/java/biginsights-restfs-1.0.0.jar:$DSHOME/../PXEngine/java/cc-http-api.jar:$DSHOME
/../PXEngine/java/cc-http-impl.jar:/opt/IBM/biginsights/IHC/lib/*:
/opt/IBM/biginsights/IHC/*:/opt/IBM/biginsights/lib/JSON4J.jar:/opt/IBM/biginsights/hadoop-conf

syncbi.sh ツールを使用して ishdfs.config ファイルを作成した場合、その内容は、次の例のようにな
ります。
CLASSPATH=$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpclient-4.2.1.jar:$DSHOME
/../../ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.iis.client/httpcore-4.2.1.jar::$DSHOME/../PXEngine/java/
biginsights-restfs-1.0.0.jar:$DSHOME/../PXEngine/java/cc-http-api.jar:$DSHOME
/../PXEngine/java/cc-http-impl.jar:$DSHOME/../biginsights/hadoop-conf
:$DSHOME/../biginsights:$DSHOME/../biginsights/*

3. ishdfs.config ファイルを IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーに保存します。ここで、IS_HOME
は InfoSphere Information Server のホーム・ディレクトリーです。デフォルト・ディレクトリーは
/opt/IBM/InformationServer で、例えば /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine などです。
ご使用の InfoSphere Information Server インストール済み環境のエンジン層が複数のホストで構成され
る場合、このファイルはすべてのホストで同じ場所から入手可能でなければなりません。 DSEngine デ
ィレクトリーを共有ネットワーク・ディレクトリーとして構成することで、このファイルをすべてのホ
ストで同じ場所から入手可能にすることができます。

Big Data File ステージ用のトラストストア接続オプションのセットアップ
InfoSphere BigInsights の REST API を使用して InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システ
ム (HDFS) と通信する際に、SSL 暗号化を使用するためには、サーバーのパブリック証明書をご使用のト
ラストストアにインポートし、トラストストア・パラメーターの値を指定する必要があります。

手順
1. HDFS がインストールされているコンピューター (接続のホスト設定によって識別されるコンピュータ
ー) にログインします。HDFS フォルダーの所有者であるアドミニストレーター・ユーザーとしてログ
インします。InfoSphere BigInsights の場合、 HDFS REST コンソールが含まれているデフォルト・フ
ォルダーは、/opt/ibm/biginsights/console フォルダーです。デフォルトでは、アドミニストレータ
ー・ユーザーは biadmin ユーザーです。
2. Java の keytool ユーティリティーを使用して、HDFS サーバーのパブリック証明書をエクスポートしま
す。
keytool -export -alias biginsights -file server_pub.crt -keystore /opt/ibm/biginsights/console/wlp/
usr/servers/waslp-server/resources/security/biginsights.jks -storepass biadmin

Java の keytool ユーティリティーは、アクセス可能なパスにあることが必要です。このツールのデフォ
ルトの場所は、/opt/ibm/biginsights/jdk/bin/keytool です。
デフォルトのインストール・ディレクトリーは /opt/ibm/biginsights で、インストール時に
InfoSphere BigInsights が選択するデフォルトの鍵ストア・パスワードは biadmin です。InfoSphere
BigInsights の構成によっては、別のパスワードを指定する必要がある場合があります。
3. サーバー証明書ファイル server_pub.crt を、InfoSphere Information Server のエンジン層がインストー
ルされているコンピューターに転送します。この証明書ファイルのデフォルトのパスは
/home/dsadm/bi_ssl_certificates/server_pub.crt です。
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4. InfoSphere Information Server のエンジン層ホストがインストールされているコンピューターにログイン
します。このユーザーは通常、dsadm ユーザー、または /opt/IBM/InformationServer/Server/
DSengine ディレクトリーを所有しているユーザーです。
5. Java の keytool ユーティリティーを使用して、証明書を Big Data File ステージのトラストストア
clientTrust.jsk にインポートします。 例えば、InfoSphere BigInsights を使用している場合は、次の
ように指定します。
keytool -import -alias bi_server_pub -file /home/dsadm/bi_ssl_certificates/server_pub.crt
-keystore /home/dsadm/bi_ssl_certificates/clientTrust.jks -storepass mystorePassword

Java の keytool ユーティリティーは、アクセス可能なパスにあることが必要です。例え
ば、/opt/IBM/InformationServer/jdk/bin/keytool などです。
clientTrust.jks が既存のトラストストア・ファイルである場合、パスワード mystorePassword は、ト
ラストストア・ファイルの既存のパスワードと一致している必要があります。トラストストア・ファイ
ル clientTrust.jks が存在しない場合は、指定したパスワード mystorePassword を使用してトラスト
ストア・ファイルが作成されます。
6. Big Data File ステージ・エディターで、HDFS 用のデータ接続を構成します。トラストストアのパラメ
ーターに関して、以下の値を指定します。
v SSL 暗号化の設定 = はい
v トラストストア・ファイル = /home/dsadm/bi_ssl_certificates/clientTrust.jks
v トラストストア・パスワード = mystorePassword
v トラストストア・タイプ = JKS
トラストストア・タイプは、トラストストア・ファイルのインポート時に JKS、JCEKS、PKCS12 の
各フォーマット間で変換することができます。Java SDK keytool コマンドのデフォルトの鍵ストア・
フォーマットは JKS です。サポートされている他の 2 つのストア・タイプ・フォーマットである
JCEKS および KCS12 の使用法の例については、鍵ストアのインポートを参照してください。

Big Data File ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Big Data File ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Big Data File ステージをジョブ
に組み込むことができます。このセクションでは Big Data File ステージを使用するための必要最小限の手
順を説明します。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能にア
クセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明しますが、
製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
必要な手順は、Big Data File ステージを使用してファイルの読み取りまたは書き込みのどちらを行うかに
よって変わります。

ファイルへの書き込み
入力リンクの「プロパティー」タブでは、書き込み先のファイルのパス名を指定することができます。入力
リンクの「フォーマット」タブでは、書き込み先ファイルのフォーマットの詳細を指定できます。
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このタスクについて
v 入力リンクの「プロパティー」タブで、書き込み先のファイルのパス名を指定します。「オプション」
カテゴリーで、「複数のファイルの生成」を指定します。他のプロパティーにはすべてデフォルト値が
設定されています。必要に応じて変更してください。
v 入力リンクの「フォーマット」タブで、書き込み先ファイルのフォーマットの詳細を指定するか、ある
いは、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は UNIX の
改行文字で区切られています)。
v 列メタデータをファイルに必ず指定します (この処理は、必要に応じてスキーマ・ファイルを使用して実
行できます)。
ファイルへの書き込みについて詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ
上級開発者ガイド」 の『エクスポートされたデータの宛先ファイルまたは名前付きパイプの指定』を参照
してください。

ファイルからの読み取り
出力リンクの「プロパティー」タブでは、特定のファイル、またはパターンに一致するファイルを読み取る
ことができます。出力リンクの「フォーマット」タブでは、読み取り元のファイルのフォーマットの詳細を
指定するか、あるいは、デフォルトを適用します。

このタスクについて
v 出力リンクの「プロパティー」タブ で次のように指定します。
– 読み取り方式に、特定のファイルを読み取るか (デフォルト)、あるいは、パターンに一致する名前を
持つすべてのファイルを読み取るかを指定します。
– 特定のファイルを読み取る場合は、読み取り元のファイルのパス名を指定します (複数ファイルを読
み取る場合は、これを反復します)。
– パターンに一致するファイルを読み取る場合、マッチングさせる名前のパターンを指定します。
– オプションのデフォルトを適用するか、または新規に設定を指定します (利用可能なオプションは、
読み取り方式によって異なります)。
v 出力リンクの「フォーマット」タブで、読み取り元のファイルのフォーマットの詳細を指定するか、あ
るいは、デフォルトを適用します (二重引用符で囲まれ、コンマで区切られた可変長列で、行は UNIX
の改行文字で区切られています)。
v 列メタデータをファイルに必ず指定します (この処理は、必要に応じてスキーマ・ファイルを使用して実
行できます)。
ファイルからの読み取りについて詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョ
ブ上級開発者ガイド」の『インポートされたデータのソースの指定』を参照してください。

Big Data File ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。システムで NLS が有効になっていると「NLS マップ」タブが表示され、ステージの文
字セット・マップを指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS マップ」タブはシステムで NLS が有効な場合に表示され、ステージの文字セッ
ト・マップを指定できます。
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Big Data File ステージ: 「高度」タブ
「高度」タブでは、実行モード、結合可能モード、ノード・プールとリソースの制約、ノード・マップの制
約、およびパーティションの保持を指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。ステージが単一ファイル
の読み取りまたは書き込みを行う場合は、「実行モード」は順次に設定され、変更はできません。ステ
ージが複数ファイルの読み取りまたは書き込みを行う場合は、「実行モード」はパラレルに設定され、
変更はできません。パラレル・モードでは、ファイルは構成ファイルで指定された使用可能なノード
と、「高度」タブで指定されたノード制約によって処理されます。順次モードでは、ファイルの内容は
すべてコンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設定」を選択すると、次の
ステージは、ファイル読み取り処理時、パーティションを現状のまま保持するよう要求されます (ファイ
ル書き込み処理の場合は無視されます)。「ファイル・パーティションを保持」の出力プロパティーを設
定すると、パーティション保持のフラグが自動的に設定されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Big Data File ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS Map」タブでは、Sequential File ステージの文字セット・マップを定義できます。
これは、プロジェクトまたはジョブに設定されているデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドし
ます。必要な場合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ご
とのマッピングを許可」を選択できます。これを選択すると、Sequential File ステージで処理されるデータ
内の個々の列に、文字コード・セット・マップを指定できます。「列」タブの列グリッドに追加のプロパテ
ィー「NLS マップ」が表示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring の
みであることに注意してください (データ・タイプを参照してください)。

Big Data File ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページを使用して、Big Data File ステージがデータをフラット・ファイルに書き込む方法の詳細
を指定できます。
「入力」ページでは、Big Data File ステージがデータを 1 つ以上のフラット・ファイルに書き込む方法の
詳細を指定できます。Big Data File ステージの入力リンクは 1 つだけですが、このリンクで複数のファイ
ルに書き込むことができます。
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「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「パーティション」タブでは、入力データをファイル (複
数可) に書き込む前にそのデータをパーティション化する方法を指定できます。「フォーマット」タブで、
書き込むファイルのフォーマットに関する情報を指定します。「列」タブでは、書き込むデータの列定義を
指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
ステージのプロパティー、パーティション、フォーマット設定の詳細について、以降のセクションで説明し
ます。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Big Data File ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。
これらのプロパティーによって、入力データを書き込む方法と、書き込み先のファイルが決定されます。一
部のプロパティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のない
プロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 18. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ターゲット/ファ
イル

パス名

N/A

はい

はい

N/A

ターゲット/ファ
イル/ホスト

クラスター・ホス N/A
トのパス名

いいえ

はい

N/A

ターゲット/ファ
イル/ポート番号

クラスター・ホス N/A
トにアクセスする
ためのポート番号

いいえ

はい

N/A

ターゲット/ファ
イル/ユーザー

ファイルのアクセ N/A
スに使用するユー
ザー名

いいえ

はい

N/A

ターゲット/ファ
イル更新モード

作成/上書き

はい

いいえ

N/A

ターゲット/書き
込み方式

特定ファイル/複
特定ファイル
数のファイルの生
成

はい

いいえ

N/A

ターゲット/書き
込み方式/複数の
ファイルの生成

デフォルトの接続 N/A
オプションをオー
バーライド

いいえ

いいえ

N/A

上書き

「真」/「偽」
オプション/失敗
時にクリーンアッ
プ

真

はい

いいえ

N/A

オプション/最初
の行は列名

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/出力

続行

はい

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A
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表 18. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

オプション/最大
ターゲット・ファ N/A
ファイル・サイズ イル・サイズ

必須

反復

従属

いいえ

いいえ

N/A

Big Data File ステージ: 「ターゲット」カテゴリー:
Big Data File ステージの「ターゲット」カテゴリーでは、入力データが書き込まれるフラット・ファイル
のプロパティー、指定したファイルの更新方法、出力を指定したファイルに書き込むのか生成されたファイ
ルに書き込むのか、デフォルトの接続をオーバーライドするオプションなどを定義できます。
使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
ファイル
「ファイル」プロパティーを指定して、データの読み取り元のフラット・ファイルを定義します。
パス名を指定します。. 「ファイル」プロパティーを反復して、複数のファイルを指定することが
できます。「ファイル」プロパティーを反復するには、ツリーのトップにある「プロパティー」項
目を選択し、「追加可能なプロパティー」ボックスから「ファイル」を選択します。少なくとも 1
つのファイルを指定する必要があります。指定するファイルは、「ファイル更新モード」を「作
成」または「上書き」に指定していない限り、存在していなければなりません。
グリッドまたは MPP 構成の一部であるファイルの場合は、例えば node2:/dataproject/
outputfile.txt のように、プロジェクト名とファイル名の前に計算ノード名を指定することで、
特定の計算ノードでファイルが読み取られることを指定できます。
コロン (:)、アンパーサンド (&)、空白などの特殊文字がファイル名に含まれていると、警告、エラ
ー、またはその他の問題を引き起こす可能性があります。
ファイル更新モード
選択されたファイル (複数も可) の更新方法を定義する、ファイル更新モードを指定します。すべ
てのファイルに同じ方法が適用されます。次のいずれかのオプションを選択します。
上書き 既存ファイルに上書きします。
作成

新規ファイルを生成します。存在しているファイルに対して「作成」オプションを指定す
ると、実行時エラーが発生します。

書き込み方式
書き込み方式プロパティーを指定して出力の処理方法を定義します。
特定ファイル
出力を配置するパスとファイル名を指定します。
複数のファイルの生成
複数ある出力ファイルのラベル付けと処理の順番を指定します。
強制順次
「真」を指定すると、順次処理を使用します。「偽」を指定すると、ステージはパ
ーティションを使用して処理ノードをパラレルで処理します。
キー
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キー列を指定します。キー値が変わると、新規ファイルが作成されます。キーが指
定されない場合は、「オプション」カテゴリーで指定されている最大ファイル・サ
イズを超えるファイル・サイズに基づいて新規ファイルが作成されます。キー・オ
プションには、「ファイル名に値を使用」が含まれます。「ファイル名に値を使
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用」を「真」に設定すると、キー値が出力ファイル名に組み込まれます。「ファイ
ル名に値を使用」オプションを使用しても、「ソート順序」や「NULL の位置」
などの他のキー・オプションの振る舞いには影響を与えません。キー列を指定する
と、ステージの「NLS ロケール」ページも使用可能になります。ステージの
「NLS ロケール」ページは、照合に使用します。
デフォルトの接続オプションをオーバーライド
HDFS に接続する場合、「真」を指定します。
ルート・ファイル・ストリング
出力ファイル名の共通のルートとするストリングを指定します。このストリング
は、絶対パスまたはルート・ストリングのみからなる相対パスにできます。
「ファイル」プロパティーで、「デフォルトの接続オプションをオーバーライド」プロパティーが「真」に
設定されている場合、ターゲット・コンピューターへのアクセスを有効にする情報を提供できます。
ホスト アクセスしようとする Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) をホストするホスト・システムの
完全修飾ドメイン名を指定します。ホスト・システムの完全修飾ドメイン名を使用します。
InfoSphere BigInsights では、ホスト名として IP アドレスを使用することをサポートしていませ
ん。また、ほとんどの場合、読み取りおよび書き込みは失敗します。複数のシステムを使用するク
ラスターの場合、REST API を使用して接続するときは、ホスト名としてコンソール・システムの
名前を使用します。REST 以外のアーキテクチャー・スタイルを使用して接続するときは、ホスト
名として NameNode システムの名前を使用します。
ポート番号
HDFS との通信に使用するポートを指定します。REST API を使用して HDFS にアクセスする場
合、デフォルトのポート番号は、別のアーキテクチャー・スタイルを使用して HDFS にアクセス
するときに使用されるデフォルトのポート番号と異なります。例えば、InfoSphere BigInsights を使
用して HDFS のファイルの読み取りまたは書き込みを行う場合、デフォルトの HDFS ポート番号
は 9000 です。InfoSphere BigInsights REST API を使用する場合、デフォルトのポート番号は
8080 です。REST API を使用し、SSL 暗号化が必要な場合、デフォルトのポート番号は 8443 で
す。
ユーザー
HDFS にアクセスするときに使用するユーザー名を指定します。 「BDFS グループ」オプション
はサポートされていません。「BDFS グループ」オプションを指定する既存のジョブは設計どおり
に実行されますが、「BDFS グループ」オプションは無視されます。
REST API の使用
REST アーキテクチャー・スタイルを使用して HDFS に接続する場合に、このプロパティーを指
定します。InfoSphere BigInsights REST API を使用して HDFS のファイルの読み取りまたは書き
込みを行う場合は、「BigInsights」を選択します。
パスワード
認証パスワードを指定します。
SSL 暗号化の設定
SSL 暗号化を使用するクライアント・コンピューターが必要な場合は、このプロパティーを指定し
ます。
トラストストア・ファイル
クライアント・コンピューター上のトラストストア・ファイルの絶対パスを指定します。このファ
イルを参照できます。
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トラストストア・パスワード
トラストストア・パスワードを指定します。
トラストストア・タイプ
トラストストアのフォーマットを指定します。
Big Data File ステージ: 「オプション」カテゴリー:
Big Data File ステージの入力リンク・プロパティーの「オプション」カテゴリーでは、このステージによ
る部分的に書き込まれたファイルの処理方法と、ファイルの先頭行に列名が含まれるかどうかを指定できま
す。リジェクト・レコード、スキーマ・ファイル、および最大ファイル・サイズに関するオプションも指定
できます。
失敗時にクリーンアップ
デフォルトで「真」に設定されます。ステージは、何らかの理由で失敗した場合、部分的に書き込まれたフ
ァイルを削除します。部分的に書き込まれたファイルをそのまま残すように指定するには、このプロパティ
ーを「偽」に設定します。
最初の行は列名
ファイルの最初の行に列名が含まれることを指定します。プロパティーは、デフォルトで「偽」に設定され
ています。
リジェクト・モード
これは、何らかの理由でファイルに書き込まれなかったデータ・レコードの処理方法を指定します。処理を
続行してリジェクトされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に書き込みを中止す
る場合は「失敗」を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。
デフォルトで「続行」に設定されています。
スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、ステージはファイル書き込みのスキーマとして、
「列」タブおよび「フォーマット」タブで定義された列定義を使用します。代わりに、スキーマを含むファ
イルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイ
ルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
最大ファイル・サイズ
このプロパティーはオプションです。このプロパティーは、ターゲット・ファイルの最大サイズをメガバイ
ト (MB) で指定します。指定された最大サイズに達すると、新しいターゲット・ファイルが生成されま
す。または、「プロパティー」カテゴリーでキー列を指定して、新規ファイルの生成をトリガーすることも
できます。
このプロパティーは、ステージ・プロパティーである「書き込み方式」を「複数のファイルの生成」に設定
している場合に使用可能です。最大ファイル・サイズを指定しないと、ファイル・サイズは無制限になりま
す。
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Big Data File ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをファイルに書き込む前にそのデータをパーティション化または
収集する方法の詳細を指定できます。また、このタブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書き
込む前にソートするように指定できます。
また、データを書き込む前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォルトの「自
動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合 (すなわち、複数ファイルに書き込む場合)、
「パーティション・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することが
できます。これは、現行のパーティションをオーバーライドします。
順次モードでステージを実行するように (すなわち、単一ファイルに書き込むように) 設定していても、直
前のステージはパラレルで実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選
択して、コレクション方式を設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式を
オーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これがそのステ
ージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
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v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これはステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用してい
る場合、InfoSphere DataStage はいずれかの入力パーティションの行が使用可能になり次第、その行を読
み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書き込む前にソートするよ
うに指定できます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパ
ーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータを収集する
場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティショ
ン方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭または末尾に指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソートのキーとし
て使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも指定できます。
「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出してください。

Big Data File ステージ: 入力リンクの「フォーマット」タブ
入力リンクの「フォーマット」タブでは、書き込み先のフラット・ファイルのフォーマットに関する情報を
指定できます。
このタブは、「プロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。
「フォーマット」設定を変更しなければ、このステージでは次のフォーマットのファイルが生成されます。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
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v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
「デフォルト」ボタンを使用して、デフォルト設定を変更できます。「フォーマット」タブを使用して、必
要な設定を指定してから、「デフォルト」 > 「デフォルトとして保存」をクリックします。これ以降、す
べての順次ファイルで現在の設定がデフォルト設定として使用されます。必要な設定が変わったら、「デフ
ォルト」 > 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」を選択して、上で説明した元のデフォルト設定に戻
すことができます。この操作の後は、「デフォルト」 > 「デフォルトを設定」をクリックして、新しいデ
フォルトを有効にする必要があります。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。ASCII 文字または 0 から 255 の範囲の値を指定します。ドロップダウン・リストか
らスペース、または NULL を選択することもできます。書き込まれたレコード内で、列の位置付けプロ
パティーによってすき間が生じる場合に、この文字を使用してすき間を埋めます。 デフォルト設定は 0
です (NULL 文字)。例えば、スペースに設定するためには、スペース文字を入力するか、または 32 を
入力することもできます。値は 1 バイトに制限されているため、マルチバイト Unicode 文字を指定でき
ないことに注意してください。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 次のダイアグラムを参考にしてください。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
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– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

書き込みの際、レコードの最後のフィールド以外のすべてのフィールドの後にスペースが挿入されま
す。 これまでは、最後のフィールドの後ろにもスペースが挿入されていました (最後のフィールドの
後ろにスペースを挿入するリリース 7.5 以前の動作に戻すには、APT_FINAL_DELIM_COMPATIBLE
環境変数を設定します)。
v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「プロパティー」タブ
の「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定します。従属プロパティー「インタクトをチェック」が
ありますが、入力リンクには適用されません。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以
上の文字を入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および
「レコード接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終わりに書き込む 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力する
か、次のどちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を実装するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
注: レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを書き込む場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。0 または充てん文字が指定されている場合、0 または充てん文字を使用してレコードを指定された
長さまで埋めます。
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v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルに書き込まれる列のデフォルトのプロパティーを定義します。これらのプロパティーは書き込まれ
るすべての列に適用されますが、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「列」タブを使用して、列
の設定を個別にオーバーライドすることができます。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、また
はマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有効な場合)。 使用できるプロパティーは次のとおりで
す。
v 「実フィールド長」。フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で埋めるバイト数を指定し
ます。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識別すると、この長さのフィールドを、充てん文
字で埋めて書き込みます。これは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以上の文
字を入力します。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コ
ンマとスペース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しな
いかぎり、フィールドは「, 」で区切られます。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドが書
き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フィールドに NULL が含まれると、NULL フィールド長の
長さ値を書き込みます。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに書き込む値
を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できます。
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例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、または
¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合に
は、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
NULL フィールド値には、NULL フィールド値セパレーターという名前のサブプロパティーがありま
す。これは、出力データ用であり、入力リンクに属する「フォーマット」タブでは無視するべきです。
v 「接頭部のバイト」。データ・ファイルの各列に、列の長さまたはタグ付きフィールドのタグ値がバイ
ナリー値で入っている 1、2、または 4 バイトの接頭部を付けることを指定できます。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切り文字で区切られる
か、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きます。InfoSphere
DataStage は、各フィールドの前に接頭部を挿入します。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
書き込み時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字、データ、末尾の引用文字の順で挿入します。引用
文字はフィールド長にはカウントされません。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、エレメント数を各可変長ベクトル・フ
ィールドの接頭部として挿入します。デフォルトでは、接頭部の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
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v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– 日付データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを書
き込むよう指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式を
定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値 フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– 時間データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド 各国語サポート・ガイド」を参照)。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
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date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
重要: Unicode 文字列を使用している場合は、フィールド長をバイトで計算し、その値を Field Width 列
プロパティーに指定する必要があります。
v 「埋め込み文字」。ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文
字を指定します。文字 (string の場合は 1 バイト。ustring の場合はマルチバイトが可能) を入力する
か、NULL またはスペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサ
イズより大きい場合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいに
なるまで埋め込み文字が埋められます。スペースがデフォルトです。string、ustring、および数値デー
タ・タイプに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrec、または
tagged タイプにも適用されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。EBCDIC 文字を ASCII 文字として書き込むよう指定す
る場合に選択します。string データ・タイプのフィールドに適用されます。また、record、subrec、また
は tagged フィールドにこのタイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合にも適用されます。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。入力リンクの場合は関係ありません。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定します
(デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
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「確認」。データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場合は「いいえ」を選
択します。
「符号付き」。10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」を選択します。「いい
え」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。10 進数列がテキスト・フォーマットで書き込まれる場合の精度を指定します。数値を入力し
ます。10 進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィール
ドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。「精度」およ
び「スケール」プロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。これらが定義されている場
合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリ
ングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage
は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに
適合させます。
v 「丸め方式」。10 進数列を書き込む際に値を丸める方法を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合に、ソースの 10 進
数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage はソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先
のストリングの長さを判別します。デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバーラ
イドできます。その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込み
を行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で
指定されたサイズに適合させます。
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Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。整数または浮動小数点タイプのデータをストリングのデータに、デフォルト
以外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点のストリングを書き込む際に
使用される C 言語の形式ストリングを指定します。これは sprintf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、整数は 8 バイトの 16 進値ストリングになります。
v 「入力フォーマット」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「出力フォーマット」。整数または浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の
sprintf() 関数を呼び出して、整数または浮動小数点のデータとしてフォーマットされている数値フィール
ドをストリングに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマッ
ト」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。フォー
マットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してください。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォーマットには日付ストリングと時刻スト
リングのフォーマットが結合されます。 34 ページの『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参
照してください。
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Big Data File ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページを使用して、Big Data File ステージがデータを 1 つ以上のフラット・ファイルから読み取
る方法の詳細を指定できます。
「出力」ページでは、Big Data File ステージがデータを 1 つ以上のフラット・ファイルから読み取る方法
の詳細を指定できます。Big Data File ステージの出力リンクは 1 つだけですが、このリンクで複数のファ
イルから読み取ることができます。
リジェクト・リンクを 1 つ設定することもできます。リジェクト・リンクは通常、ファイルへの書き込み
の際に使用され、何らかの理由で書き込みが失敗したレコードの送り先を指定します。ファイルの読み取り
の際には、指定した列定義に一致しない行の送り先としてリジェクト・リンクを使用できます。
「出力名」ドロップダウン・リストで、メインの出力リンク (ストリーム・リンク) の詳細を表示するか、
あるいは、リジェクト・リンクの詳細を表示するかを選択できます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、リンク
機能の詳細を正確に指定できます。「フォーマット」タブに、読み取られるファイルのフォーマットに関す
る情報が表示されます。「列」タブでは、データの列定義を指定できます。「詳細」 タブでは、出力リン
クのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
ステージのプロパティーとフォーマット設定の詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブ
の全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Big Data File ステージ: 出力リンクの「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、出力リンクのプロパティーを指定できます。
これらのプロパティーによって、出力データを書き込む方法と、書き込み先のファイルが決定されます。一
部のプロパティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のない
プロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表の後に、各プロパティーの詳
細を説明します。
表 19. プロパティー: Big Data File ステージ
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ソース/ファイル

パス名

N/A

Y (「読み取り方
式」=「特定ファ
イル」の場合)

はい

N/A

ソース/ファイ
ル・パターン

パス名

N/A

Y (「読み取り方 いいえ
式」=「ファイ
ル・パターン」の
場合)

ソース/ファイル/
ホスト

パス名

N/A

N/A

N/A

ソース/ファイ
ル・パターン/ホ
スト
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表 19. プロパティー: Big Data File ステージ (続き)
カテゴリー/プロ
パティー
ソース/ファイル/
ポート番号

値

デフォルト

ポート番号

N/A

必須

反復

従属
N/A

ソース/ファイ
ル・パターン/ポ
ート番号
ファイルのアクセ N/A
スに使用するユー
ザー名

いいえ

はい

N/A

ソース/読み取り
方式

ファイル/ファイ
ル・パターン

特定ファイル

はい

いいえ

N/A

オプション/最初
の行は列名

「真」/「偽」

偽

はい

いいえ

N/A

エラー/OK/従属
オプション/ファ
イル欠如時のモー
ド

従属

Y (「ファイル」
を使用する場合)

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/ファ
イル・パーティシ
ョンを保持

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

続行/失敗/出力

続行

はい

いいえ

N/A

オプション/進行
状況をレポート

はい/いいえ

はい

はい

いいえ

N/A

オプション/ファ
イル名列

列名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/先頭
数値
から行を読み取る

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/行番
号列

N/A

いいえ

いいえ

N/A

数値
オプション/ノー
ドごとのリーダー
数

1

いいえ

いいえ

N/A

数値
オプション/ノー
ドごとのリーダー
数

1

いいえ

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/BOM
のストリップ

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

ソース/ファイル/
ユーザー
ソース/ファイ
ル・パターン/ユ
ーザー
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Big Data File ステージ: 「ソース」カテゴリー:
Big Data File ステージの場合は、ソース・ファイルに関して、ファイル、ファイル・パターン、および読
み取り方式の各オプションを指定できます。
ファイル
「ファイル」プロパティーを指定して、データの読み取り元のフラット・ファイルを定義します。
パス名を指定します。. 「ファイル」プロパティーを反復して、複数のファイルを指定することが
できます。「ファイル」プロパティーを反復するには、ツリーのトップにある「プロパティー」項
目を選択し、「追加可能なプロパティー」ボックスから「ファイル」を選択します。少なくとも 1
つのファイルを指定する必要があります。指定するファイルは、「ファイル更新モード」を「作
成」または「上書き」に指定していない限り、存在していなければなりません。
グリッドまたは MPP 構成の一部であるファイルの場合は、例えば node2:/dataproject/
outputfile.txt のように、プロジェクト名とファイル名の前に計算ノード名を指定することで、
特定の計算ノードでファイルが読み取られることを指定できます。
コロン (:)、アンパーサンド (&)、空白などの特殊文字がファイル名に含まれていると、警告、エラ
ー、またはその他の問題を引き起こす可能性があります。
ファイル・パターン
「ファイル・パターン」を指定して、読み取るファイルのグループを定義します。読み取るファイ
ルのリストが含まれたファイルを指定するか、そのファイルを表すジョブ・パラメーターを指定し
ます。また、 (Bourne シェル構文で) 有効なシェル式を指定して、ファイル名のリストを生成する
こともできます。
読み取り方式
「読み取り方式」プロパティーを指定して、ファイルからの読み取り方法を定義します。特定のフ
ァイルを指定することも、ファイルを選択するためのファイル・パターン (例えば、*.txt) を指定
することもできます。
「ファイル」プロパティーと「ファイル・パターン」プロパティーで、ソース・コンピューターにアクセス
するための次の情報を指定できます。
ホスト アクセスしようとする Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) をホストするホスト・システムの
完全修飾ドメイン名を指定します。ホスト・システムの完全修飾ドメイン名を使用します。
InfoSphere BigInsights では、ホスト名として IP アドレスを使用することをサポートしていませ
ん。また、ほとんどの場合、読み取りおよび書き込みは失敗します。複数のシステムを使用するク
ラスターの場合、REST API を使用して接続するときは、ホスト名としてコンソール・システムの
名前を使用します。REST 以外のアーキテクチャー・スタイルを使用して接続するときは、ホスト
名として NameNode システムの名前を使用します。
ポート番号
HDFS との通信に使用するポートを指定します。REST API を使用して HDFS にアクセスする場
合、デフォルトのポート番号は、別のアーキテクチャー・スタイルを使用して HDFS にアクセス
するときに使用されるデフォルトのポート番号と異なります。例えば、InfoSphere BigInsights を使
用して HDFS のファイルの読み取りまたは書き込みを行う場合、デフォルトの HDFS ポート番号
は 9000 です。InfoSphere BigInsights REST API を使用する場合、デフォルトのポート番号は
8080 です。REST API を使用し、SSL 暗号化が必要な場合、デフォルトのポート番号は 8443 で
す。
ユーザー
HDFS にアクセスするときに使用するユーザー名を指定します。 「BDFS グループ」オプション
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はサポートされていません。「BDFS グループ」オプションを指定する既存のジョブは設計どおり
に実行されますが、「BDFS グループ」オプションは無視されます。
REST API の使用
REST アーキテクチャー・スタイルを使用して HDFS に接続する場合に、このプロパティーを指
定します。InfoSphere BigInsights REST API を使用して HDFS のファイルの読み取りまたは書き
込みを行う場合は、「BigInsights」を選択します。
パスワード
認証パスワードを指定します。
SSL 暗号化の設定
SSL 暗号化を使用するクライアント・コンピューターが必要な場合は、このプロパティーを指定し
ます。
トラストストア・ファイル
クライアント・コンピューター上のトラストストア・ファイルの絶対パスを指定します。このファ
イルを参照できます。
トラストストア・パスワード
トラストストア・パスワードを指定します。
トラストストア・タイプ
トラストストアのフォーマットを指定します。
Big Data File ステージ: 「オプション」カテゴリー:
Big Data File ステージの入力リンク・プロパティーの「オプション」カテゴリーでは、ファイルの先頭行
に列名が含まれるかどうか、ならびに、インポートされたデータ・セットをパーティション化するかどうか
を指定できます。リジェクト・レコード、欠落ファイル、進行状況のレポート、最初の行の読み取りなどに
関するオプションも指定できます。
最初の行は列名
ファイルの最初の行に列名が含まれることを指定します。プロパティーは、デフォルトで「偽」に設定され
ています。
ファイル欠如時のモード
「ファイル」プロパティーのいずれかが、存在しないファイルを指定していた場合に実行するアクションを
指定します。ジョブを停止する場合は「エラー」を、ファイルをスキップする場合は「OK」を選択しま
す。また、「従属」を選択すると、ファイルにノード名接頭部「*」が付加されているときのみ「OK」、
それ以外の場合には「エラー」になります。デフォルトは「従属」です。
ファイル・パーティションを保持
これを「真」に設定すると、入力ファイルの編成に従ってインポートしたデータ・セットがパーティション
化されます。例えば、3 つのファイルを読み取っている場合には、 3 つのパーティションを使用します。
デフォルトは「偽」です。
リジェクト・モード
読み取られたレコードが意図したスキーマに一致しないときの動作を指定します。処理を続行してリジェク
トされた行を破棄する場合は「続行」を、行がリジェクトされた場合に読み取りを中止する場合は「失敗」
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を、リジェクトされた行をリジェクト・リンクに送信する場合は「保存」を選択します。デフォルトは、
「続行」です。
進行状況をレポート
「はい」または「いいえ」を選択して、レポートを使用可能または使用不可に設定します。デフォルトで
は、ステージにおいてファイル・サイズが判明している場合、進行状況レポートが 10% ごとに表示されま
す。レポートは、ファイルが 100 KB より大きく、レコードが固定長で、ファイルにフィルターが無い場
合に限り表示されます。
ファイル名列
これはオプションのプロパティーです。VarChar タイプの列をステージの出力に追加します。この列には、
読み取るレコードのファイルのパス名が入っています。また、ランタイム列伝搬を使用していない場合は、
列がドロップされないように、この列を手動で「列」定義に追加する必要があります。そうしないと、列は
どこかの時点でドロップされます。
先頭行読み取り
ステージでファイルの最初の n 行のみを読み取るようにするには数値 n を指定します。
行番号列
このプロパティーはオプションです。符号なし BigInt タイプの列をステージの出力に追加します。この列
には、行番号が入っています。また、ランタイム列伝搬が有効に設定されていない限り、この列を列タブに
追加する必要があります。
ノードごとのリーダー数
このプロパティーはオプションで、固定長レコードを格納しているファイルのみに適用します。「複数ノー
ドから読み取り」プロパティーと同時には使用できません。処理ノードにおけるファイル読み取りオペレー
ターのインスタンス数を指定します。デフォルトは、入力データ・ファイルあたり各ノードごとに 1 オペ
レーターです。numReaders が 1 より大きい場合、ファイル読み取りオペレーターの各インスタンスは、入
力ファイルから連続した範囲のレコードを読み取ります。オペレーターごとのファイル内の開始レコード位
置、すなわち検索 位置は、numReader に指定されているデータ・ファイル・サイズ、レコード長、オペレ
ーターのインスタンス数によって決まります。
結果データ・セットには、numReader に従って、ファイル読み取りオペレーターのインスタンスあたり 1
つのパーティションが含まれます。
これによって、単一のファイルに格納されたデータをパーティション化できます。各ノードは単一のファイ
ルを読み取りますが、ノードごとのリーダー数に応じてファイルをパーティション化して個別のパーティシ
ョンに書き込めます。この方法を使用すると、SMP システムでよりよい入出力パフォーマンスを得られま
す。
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ファイル

ノードごとの
リーダーH = 4

パーティション・
データ・セット

リーダー
リーダー
リーダー
リーダー

ノード
複数ノードから読み取り
このプロパティーはオプションで、固定長レコードを格納しているファイルのみに適用します。「ノードの
ファイル読み取り数」プロパティーと同時には使用できません。「はい」に設定すると、個々のファイルを
複数ノードで読み取ることができるようになります。この設定は、クラスター・システム上のパフォーマン
スを改善します。
InfoSphere DataStage は、利用可能なノードの数を認識しており、固定長レコード・サイズと読み取りファ
イルの実際のサイズを使用して、各ノード上のリーダーに対して、処理対象ファイルの個別の領域を割り振
ります。領域は大体同じサイズになります。

Hノードから
MみOり = はい
ファイル

リーダー

ノード

パーティション・
データ・セット

リーダー

ノード

リーダー

ノード

リーダー

ノード

スキーマ・ファイル
これはオプションのプロパティーです。デフォルトで、ステージはファイル読み取りのスキーマとして、
「列」タブおよび「フォーマット」タブで定義された列定義を使用します。代わりに、スキーマを含むファ
イルを指定することもできます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイ
ルが一致する必要があります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
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BOM のストリップ
データの読み取り時に UTF-16 エンディアンネス・バイト・オーダー・マークをドロップするには、この
プロパティーを真に設定します。デフォルトでは、このプロパティーは「偽」に設定されています。

Big Data File ステージ: リジェクト・リンク
リジェクト・リンクのプロパティーは変更できません。リジェクト・リンクの「プロパティー」タブはブラ
ンクです。同様に、リジェクト・リンクに対する列定義を編集することはできません。
リジェクト・リンクのプロパティーは変更できません。リジェクト・リンクの「プロパティー」タブはブラ
ンクです。
同様に、リジェクト・リンクに対する列定義を編集することはできません。このリンクでは、ファイル書き
込みの際、入力リンクの列定義が使用されます。ファイルの読み取りの際は、読み取りのあとにスキーマに
一致しないためリジェクトされた列の生データが格納される、リジェクト列と呼ばれる単一列が使用されま
す。

Big Data File ステージ: 出力リンクの「フォーマット」タブ
Big Data File ステージの、出力リンクの「フォーマット」タブを使用して、このステージで読み取る 1 つ
以上のフラット・ファイルのフォーマットを指定します。
読み取る 1 つ以上のフラット・ファイルのフォーマットに関する情報を指定できます。このタブは、「プ
ロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。
「フォーマット」設定を変更しなければ、このステージでは次のフォーマットのファイルが生成されます。
v ファイルは、二重引用符で囲まれた可変長列で構成されます。
v 行の最後の列を除く、すべての列がコンマで区切られます。
v 行は、UNIX の改行文字で区切られます。
「フォーマット」タブのショートカット・メニューの「フォーマット」項目を使用すると、固定幅列フォー
マットに即時に変更できます。DOS 改行文字が行区切り文字として使用されるか、または、COBOL フォ
ーマットのファイルが生成されます。
「デフォルト」ボタンを使用して、デフォルト設定を変更できます。「フォーマット」タブを使用して、必
要な設定を指定してから、「デフォルト」 > 「デフォルトとして保存」をクリックします。これ以降、す
べての順次ファイルで現在の設定がデフォルト設定として使用されます。必要な設定が変わったら、「デフ
ォルト」 > 「デフォルトを出荷時の設定にリセット」を選択して、上で説明した元のデフォルト設定に戻
すことができます。この操作の後は、「デフォルト」 > 「デフォルトを設定」をクリックして、新しいデ
フォルトを有効にする必要があります。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
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以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。出力リンクには適用されません。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。InfoSphere DataStage は、ファイ
ルの読み取り時、指定された区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 InfoSphere DataStage は、ファイルの読み取り時、指定さ
れた区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。次のダイアグラムを参考にしてく
ださい。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「出力」タブの「スキ
ーマ・ファイル」プロパティーで指定します。このプロパティーには、次の従属プロパティーがありま
す。
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– 「インタクトをチェック」。ファイルのインポート時に部分スキーマの検証を強制的に実行する場
合、このプロパティーを選択します。これによってパフォーマンスが低下する場合があることに注意
してください。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を
入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および「レコード
接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終端の 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力するか、次のど
ちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を指定するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを読み取る場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルから読み取られる列のデフォルトのプロパティーを定義します。デフォルトのプロパティーはすべ
ての列に適用されますが、「列」タブで「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して個々の列の
プロパティーを変更できます。 各列のプロパティーをオーバーライドする一般的な理由として、CSV
(comma-separated values) ファイルの読み取りが挙げられます。CSV ファイルでは、フィールド区切り文字
などの特殊文字がフィールドに含まれる可能性がある場合、そのフィールドを引用符で囲むことが多くあり
ます。このような場合、その列の Quote プロパティーをオーバーライドする必要があります。
文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有
効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「実フィールド長」。フィールドの長さが「NULL フィールド長」プロパティーの設定と等しい場合に
スキップする実際のバイト数を指定します。
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v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。InfoSphere DataStage は、この区切り文字をスキップしながら読み取りを行います。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力し
ます。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペ
ース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しないかぎり、
フィールドは「, 」で区切られます。 InfoSphere DataStage は読み取り時、区切り文字ストリングをスキ
ップしながら読み取ります。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドを読
み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィールド長に長さが設定されていると、そのフィールドに
NULL が含まれることを示します。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用でき
ません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できま
す。例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、また
は ¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合
には、必ずこの形式を使用します。
このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
列に含めることができる、NULL を表す NULL 値のリストを指定できます。このためには、従属する
「NULL フィールド値区切り文字」プロパティーに区切り文字を指定し、この区切り文字を使用して
「NULL フィールド値」プロパティーの NULL 値を区切ります。例えば、「NULL フィールド値区切
り文字」の設定にスラッシュ文字を含め、NULL/null/NUL/nul と指定すれば、これらのストリングのどれ
もが、その列内で NULL 値を表すことを指定できます。
v NULL フィールド値セパレーター
これは「NULL フィールド値」の従属プロパティーです。「NULL フィールド値」プロパティーで使用
できるセパレーターを指定して、NULL 値を表す値の範囲を指定できます。数値、ストリング、または
文字タイプのリテラル・エスケープ文字を (「NULL フィールド値」の場合と同様) 区切り文字として
指定できますが、コンマ (,) またはスラッシュ (/) 文字などの単一の文字が推奨されます。区切り文字を
指定する必要があるのは、「NULL フィールド値」に複数の値を指定する場合のみです。区切り文字を
指定したのに使用しないと、実行時エラーになります。
v 「接頭部のバイト」。このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切
り文字で区切られるか、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きま
す。InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この接頭部は、ファイルから読み取られ
るデータ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。
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このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用されるためのものです。
InfoSphere DataStage で読み取るすべてのフィールドのメッセージを作成する場合に設定します。メッセ
ージのフォーマットは次のとおりです。
インポートしています N: D

ここで、
– N はフィールド名です。
– D はインポートされたフィールドのデータです。D に印字不能文字が含まれている場合、その文字
は、先頭にエスケープ文字が付加され、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。フィールド
にバイナリー・データが含まれる場合、8 進形式で出力されます。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
読み取り時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字と末尾の引用文字は無視して、その間に含まれるす
べてのバイトを読み取ります。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この
接頭部は、データ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。デフォルトでは、接頭部
の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
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– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– date データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを読
み取ることを指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式
を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– time データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
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– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」。このプロパティーは出力リンクの場合は無視されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。出力リンクの場合は関係ありません。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。ASCII 文字を EBCDIC 文字として読み取るよう指定する
場合に選択します。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数フィールドにパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定
します (デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「チェック」。「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうかが検証されます。「い
いえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」。10 進数フィールドを読み取る際に既存の符号を使用する場合に「はい」を選択しま
す。「いいえ」を選択すると、フィールドの実際の符号の値に関係なく正の符号 (0xf) が書き込まれ
ます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
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v 「精度」。パック 10 進の精度を指定します。数値を入力します。
v 「丸め方式」。ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うようにソース・フィールド
を丸める方式を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースのパック 10 進のスケールを指定します。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを整数データまたは浮動小数点データに、デフォルト以
外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点ストリングの読み取りに使用さ
れる C 言語フォーマット・ストリングを指定します。これは sscanf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、32 ビット整数は 8 バイトの 16 進値ストリングとし
てフォーマットされます。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを整数または浮動小数点のデータに変換する際に使用され
るフォーマット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C
の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを整数または
浮動小数点データに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマ
ット」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「出力フォーマット」。このプロパティーは出力リンクの場合は関係ありません。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
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これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。デフォ
ルトは %hh-%mm-%ss です。フォーマットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してく
ださい。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。フォーマットには日付ストリングと時刻ストリングのフォーマットが結合されます。 34 ページの
『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参照してください。

Big Data File ステージのトラブルシューティング
Big Data File ステージの使用中に特定の問題が発生することがあります。このセクションには、問題の説
明とそれらを修正するための手順が記載されています。

Big Data File ステージを使用するジョブのトラブルシューティング
Big Data File ステージが含まれているジョブを実行する場合に発生する問題の中には、特定の設定と構成
を確認して調整することにより修正できるものがあります。

HDFS ファイル・オープン時のエラー
エラー・メッセージ: hdfs ファイルを開くことができません
ホスト、ポート、ユーザー、パスワード、またはファイル・プロパティーのいずれかの値が無効であると、
次のエラー・メッセージが表示されます。
BDFS_0,0: ホスト HostName ポート PortNumber で hdfs ファイル filename を開くことができません: 不
明なエラー 255。
以下の情報を使用して、エラーをデバッグしてください。
表 20. HDFS ファイル・オープン時のエラーのトラブルシューティング
メッセージまたは症状

アクション

Exception in thread "main" com.ibm.iis.cc.commons.
http.exception.AuthenticationException:
Server authentication failed.
Caused by java.net.UnknownHostException:
NonExistingHost: NonExistingHost

InfoSphere Information Server コンピューターが
InfoSphere BigInsights サーバーのホスト名を解決できるこ
とを確認します。

Exception in thread "main" com.ibm.iis.cc.commons.
http.exception.AuthenticationException:
Server authentication failed. Caused by
org.apache.http.conn.HttpHostConnectException:
Connection to http://BIServer:BIPort refused

指定した Big Data File ステージ・クラスター・ホストが
REST API をサポートしていることを確認します。
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表 20. HDFS ファイル・オープン時のエラーのトラブルシューティング (続き)
メッセージまたは症状

アクション

Exception in thread "main" com.ibm.iis.cc.commons.
http.exception.AuthenticationException:
Server authentication failed. Caused by
org.apache.http.NoHttpResponseException:
The target server failed to respond

REST API をサポートしている InfoSphere BigInsights サ
ーバーとの通信に、正しいポートを使用していることを確
認します。

Exception in thread "main" com.ibm.iis.cc.commons.
http.exception.AuthenticationException:
Server authentication failed.
Verify that user ID and password are correct.

REST API ユーザーのパスワードが正しいこと、および、
有効な REST API ユーザー名を使用していることを確認
します。

ホスト、ポート、ユーザー、およびパスワードの情報は正 ファイルまたはディレクトリーが存在していることを確認
しいが、指定したファイルが InfoSphere BigInsights サー するか、別のパスを指定します。
バー上に見つからない。次の警告メッセージが表示され
る。
Exception in thread "main" java.io.IOException:
Unexpected HTTP status received.
requested POST=http://BIServer:Port
/data/controller/dfs/user/biadmin/INPUTS/file1.txt;
status code = 403, status text = Forbidden,
response body = empty
ジョブは、次の情報を表示した後で応答を停止していると InfoSphere BigInsights サーバーに何らかの問題が発生して
いないか確認します。また、正しいポートを使用して
考えられる。
InfoSphere BigInsights サーバーと通信していることを確認
main_program: Using HDFS connection type:
します。
libhdfs.so. main_program: APT configuration file:
/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/
default.apt

SSL 暗号化
SSL 暗号化を使用している場合、以下の情報が役立つ可能性があります。
表 21. SSL 暗号化エラーのトラブルシューティング
メッセージまたは症状

アクション

com.ibm.iis.cc.commons.http.exception.
HttpClientException: An error occurred during HTTP
related operations.
Caused by javax.net.ssl.SSLException: hostname
in certificate didn’t match:
HostIP != HostName

InfoSphere BigInsightsサーバーの、IP アドレスではなく、
ホスト名を使用していることを確認します。

com.ibm.iis.cc.commons.http.exception.
HttpClientException: An error occurred during HTTP
related operations.
Caused by java.io.IOException: Keystore
was tampered with, or password was incorrect

正しいトラストストアが指定されていることを確認しま
す。

com.ibm.iis.cc.commons.http.exception.
HttpClientException: An error occurred during HTTP
related operations.
Caused by java.io.FileNotFoundException:
(No such file or directory)

トラストストア・ファイルが InfoSphere Information
Server コンピューター上に存在していること、また、
InfoSphere DataStage ユーザーに、当該ファイルに対する
読み取り許可があることを確認します。
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InfoSphere BigInsights コンピューターと InfoSphere Information Server コンピューター間
の SSL 通信
上記以外の理由で InfoSphere BigInsights サーバーと InfoSphere Information Server コンピューター間の通
信が失敗した場合は、次のような汎用警告メッセージが表示されます。
com.ibm.iis.cc.commons.http.exception.HttpClientException: An error occurred during HTTP related
operations. Caused by javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: peer not authenticated

このような場合は、次のことを確認します。
v InfoSphere BigInsights サーバーとの SSL 通信に、正しいポートを使用している。
v Big Data File ステージが読み取りまたは書き込みを試みている InfoSphere BigInsights サーバーの証明
書が含まれている、正しいトラストストア・ファイルを使用している。
v トラストストア・ファイルの有効期限が切れていない。
v トラストストア・タイプが正しく指定されている。
v 使用している InfoSphere BigInsightsサーバーのホスト名が、トラストストア・ファイルに存在する署名
と一致している。

警告メッセージ
Big Data File ステージが含まれているジョブを実行すると、次のような警告メッセージが発生する場合が
あります。
<<<< LOG:000193 AT:2014-02-13 07:05:57 SEVERITY:2 (WARNING) ID:IIS-DSEE-USBP-00002 >>>>
BigInsights_Write,0: 14/02/13 07:05:42 WARN util.NativeCodeLoader:
Unable to load native-hadoop library for your platform...
using builtin-java classes where applicable

この警告メッセージに示されている「native-hadoop library」は libhadoop.so ライブラリーのことで、これ
は圧縮ファイルのサポートに必要です。Big Data File ステージは、現在、圧縮ファイルをサポートしてい
ません。そのため、このライブラリーを使用しません。
この警告メッセージを抑止するには、次のいずれかのアクションを行います。
v log4j.logger.org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader=ERROR エントリーを、/opt/IBM/
InformationServer/Server/biginsights/log4j.properties ファイルに追加します。
このファイルは、構成ディレクトリーからコピーしたプロパティー・ファイルの一部として含まれてい
るか、あるいは、Hadoop の一部のディストリビューションまたはリリースでは Hadoop .jar ファイル
のいずれかに埋め込まれている場合があります。このファイルが Hadoop .jar ファイルのいずれかに埋
め込まれている場合は、このリストの 2 番目に記載されているアクションを行うほうが容易である可能
性があります。
v libhadoop.so ライブラリーを、Hadoop システムからコピーするか、または利用できるようにし、
LD_LIBRARY_PATH 環境変数に設定されている任意のディレクトリーに配置します。
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第 6 章 データ処理
パレットのプロセス・セクションでステージを使用して、データ・ソースから読み取ったデータをデータ・
ターゲットに書き込む前に操作することができます。

Transformer ステージ
Transformer ステージは処理ステージです。これはツール・パレットの処理カテゴリーに表示されます。
Transformer ステージでは、データに適用する変換処理を作成できます。変換処理は単純なものから複雑な
ものまで作成でき、データの個別の列に適用できます。変換処理は一連の関数を使用して指定されます。使
用可能な関数の詳細については、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイ
ドの 付録 B を参照してください。
Transformer ステージには、1 つの入力とさまざまな出力を設定できます。また、リジェクト・リンクも設
定できます。このリンクには、書き込みの失敗か式の評価での失敗が原因で、どの出力リンクにも書き込ま
れなかった行がすべて出力されます。

パラレル・ジョブの他の大部分のステージと異なり、Transformer ステージには独自のユーザー・インター
フェースがあります。 53 ページの『第 4 章 ステージ・エディター』で説明している汎用的なインターフ
ェースは使用しません。
Transformer ステージを編集する際には、トランスフォーマー・エディターが表示されます。左のペインは
入力データを示し、右のペインは出力データを示します。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2014
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Transformer ステージ: ファースト・パス
このトピックでは Transformer ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能にアクセスできるショ
ートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明しますが、製品を使い慣れる
につれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
v 左のペインでは、次のことをします。
– 列メタデータが定義されていることを確認します。
v 右のペインでは、次のことをします。
– 各出力リンクに列メタデータが定義されていることを確認します。列を入力リンクからドラッグする
と、簡単に確認できます。
– 出力列のそれぞれに出力仕様を定義します。入力列からの順序どおりのマッピングのままにするか、
出力の前にデータを変換処理する式を明示的に指定します。
– オプションで各出力リンクに制約を指定します。入力行はこの式を満たさなければ、リンクから出力
されません。どのリンクでも出力されない行は、「その他」リンクから出力できます。
– オプションで 1 つ以上のステージ変数を指定します。この方式によって、出力列の出力仕様で再利用
可能な式を定義できます (ステージ変数はそのステージ内でのみ表示されます)。

トランスフォーマー・エディター・コンポーネント
トランスフォーマー・エディターには次のコンポーネントがあります。
トランスフォーマー・エディターには次のコンポーネントがあります。

Transformer ステージ: ツールバー
Transformer ステージのツールバーには、いくつかのボタンが含まれています。例えば、ステージ・プロパ
ティー、制約、すべて表示、切り取り、コピー、検索/置換などのボタンがあります。
トランスフォーマー・エディター・ツールバーには、次のボタンが含まれます (左から右の順)。
v ステージ・プロパティー
v 制約
v すべて表示
v ステージ変数表示/非表示
v 切り取り
v コピー
v 貼り付け
v 検索/置換
v 列定義のロード
v 列定義の保存
v 列自動マッチング
v 入力リンク実行順序
v 出力リンク実行順序
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Transformer ステージ: リンク領域
画面上部のリンク領域には、Transformer ステージに接続されるリンクが表示され、それぞれのリンクの列
と、各列間の関係が示されます。
リンク領域では、すべての列定義およびステージ変数が定義されます。
このリンク領域は 2 つのペインに分割されています。ペインの間のスプリッター・バーをドラッグしてペ
インをサイズ変更できます。また、水平スクロール・バーもあり、表示を左右にスクロールできます。
左のペインは入力リンク、右のペインは出力リンクを表示します。出力仕様が定義されていない出力列は、
赤色で表示されます。
トランスフォーマー・エディター内では、一度に 1 つのリンクを選択できます。選択すると、リンクのタ
イトル・バーが強調表示され、そのリンク内で列が選択されている場合は矢印でその列が示されます。

Transformer ステージ: メタデータ領域
Transformer ステージの場合、下部領域がメタデータ領域で、左右 2 つのペインに分割されています。左の
ペインに入力リンクのメタデータが表示され、右のペインに出力リンクのメタデータが表示されます。
各リンクのメタデータは、タブ付きページにグリッドで表示されます。タブをクリックすると、必要なリン
クが前面に表示されます。リンクはリンク領域でも選択できます。
リンク領域でリンクを選択すると、そのメタデータのタブが自動的に前面に表示されます。
グリッドを編集して、リンクの列メタデータを変更できます。メタデータの追加や削除も可能です。
他のステージ・エディターの列メタデータ・グリッドと同様に、コンテキスト・メニューの「行の編集」
で、メタデータ定義全体を編集することもできます (「列」タブを参照してください)。

Transformer ステージ: ショートカット・メニュー
リンク領域のリンクを右クリックすると、トランスフォーマー・エディターのショートカット・メニューが
表示されます。
右クリックして表示されるメニューは、入力リンク、出力リンク、ステージ変数でそれぞれ多少異なりま
す。入力リンクのメニューでは、入力列の処理ができます。出力リンクのメニューでは、出力列と出力仕様
の処理ができます。ステージ変数のメニューでは、ステージ変数の処理ができます。
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージのプロパティーあるいはリンク
のプロパティーを指定する。
v 「制約」ダイアログ・ボックスを開いて、制約を指定する (出力リンクでのみ利用可能)。
v 「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開く。
v 「検索/置換」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 「選択」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 出力仕様またはステージ変数を編集、検証、またはクリアする。
v 1 回の処理で複数の出力仕様を編集する。
v 選択したリンクに新しい列またはステージ変数を追加する。
v リンクのすべての列を選択する。
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v 列またはステージ変数を挿入、削除する。
v 列、キー式、出力仕様、ステージ変数を切り取る、コピーする、または貼り付ける。
リンク領域の背景部分でメニューを表示した場合は、次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージのプロパティーあるいはリンク
のプロパティーを指定する。
v 「制約」ダイアログ・ボックスを開いて、選択した出力リンクの制約を指定する。
v 「リンク実行順序」ダイアログ・ボックスを開いて、リンクを処理する順序を指定する。
v すべてのリンクのリンク関係を表示するか、選択されているリンクのみのリンク関係を表示するかを切
り替える。
v ステージ変数の表示と非表示を切り替える。
トランスフォーマー・エディターのメタデータ領域を右クリックすると、ショートカット・メニューを編集
する標準グリッドが開きます。

Transformer ステージの基本概念
トランスフォーマー・エディターを使用して、ステージによって出力されるデータ、およびデータの変換処
理方法を定義します。
Transformer ステージを最初に編集するときには、入力リンクでステージに入力されるデータが既に定義さ
れていると想定されます。必要な場合、トランスフォーマー・エディターを使用して入力データを定義でき
ます。
このセクションでは、Transformer ステージの使用に関する基本概念の一部について説明します。

Transformer ステージ: 入力リンク
入力データ・ソースは入力リンクを経由して Transformer ステージに結合されます。
入力データ・ソースは入力リンクを経由して Transformer ステージに結合されます。

Transformer ステージ: 出力リンク
Transformer ステージからの出力リンクを指定できます。出力リンクの変換処理時の方法、出力仕様の詳
細、および出力リンクでの制約を指定できます。
Transformer ステージからの複数の出力リンクを設定できます。
一部のデータは変更しないで Transformer ステージをパススルーさせることがあっても、たいていは、入力
列からのデータを Transformer ステージから出力する前にデータの変換処理が必要になります。
変換処理式を入力することによって、このような処理を指定できます。出力リンク列のソースは、トランス
フォーマー・エディターでその列の「出力仕様」セルに定義します。式エディターを使用して、このセルに
式を入力できます。また、Transformer ステージでデータをパススルーする場合は、単純に入力列を出力列
の「出力仕様」セルにドラッグできます。
個々の出力列の出力仕様の詳細を指定することに加えて、出力リンク全体に作用する制約を指定することも
できます。出力条件は、出力リンクに渡される前にデータが満たす必要のある基準を指定する式です。他の
リンクで出力されないすべてのデータ (すなわち基準を満たさない列) を取得する出力リンクとして、制約
の「その他」リンクも指定できます。
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各出力リンクが順番に処理されます。出力条件式が入力行に対して真と評価されると、データ行がリンクに
出力されます。また、出力条件式が入力行に対して偽と評価されると、データ行はリンクに出力されませ
ん。
各リンクの制約式は互いに独立して機能します。複数の出力リンクがある場合、入力行によっては複数また
は全部の出力リンクからデータ行が出力される場合もあれば、どの出力リンクからもデータ行が出力されな
い場合もあります。
例えば、ペイント・ショップからのデータを考えた場合、データは複数の異なる色に関する情報を格納して
います。色別に出力ファイルを分割する必要がある場合、複数の制約を設定します。例えば、緑と青のペイ
ントに関する情報は LinkA に、赤と黄のペイントに関する情報は LinkB に、黒のペイントに関する情報
は LinkC に出力するよう設定できます。
黄のペイントに関する情報が入った行が入力されると、LinkA の制約式は偽と評価されるため、この行は
LinkA には出力されません。しかし、この入力データは LinkB の制約条件は満たしているため、行は
LinkB に出力されます。
白のペイントに関する情報が入った入力データの場合は、どの制約も満たさないため、データ行はリンク
A、B、C どれにも出力されず、「その他」リンクに出力されます。この「その他」リンクは、他のどのリ
ンクにも出力されない行を「すべて取得する」表またはファイルに、データを送るために使用されます。こ
れらの行を格納する表またはファイルは、ジョブ・デザイン内の他のステージで表されます。
書き込み失敗や式評価の失敗のために他のリンクに書き込まれていない行を取得する別の出力リンクを指定
することもできます。このリンクは、ステージの外部で、リンクを追加し、ショートカット・メニューを使
用してリジェクト・リンクに変換することによって指定されます。このリンクは、トランスフォーマーのメ
タデータのグリッドには表示されないで、入力リンクからメタデータを取得します。列の値は、書き込みに
失敗した入力行の値です。
出力リンクのランタイム列伝搬を有効にしている場合は (「出力」ページを参照)、リンクでメタデータを
指定する必要はありません。

Transformer ステージ: ループ
Transformer ステージのループ・メカニズムを使用して、単一の入力行から複数の出力行を作成できます。
次のシナリオは、ループ・ファシリティーの使用法の例です。

複数の反復する列のある入力データ
入力データに反復データを含む複数の列がある場合、Transformer ステージを使用して、反復の列のそれぞ
れに対して 1 つずつの複数の出力行を生成できます。
例えば、入力行に次のデータがあるとします。
Col1

Col2

Name1

Name2

Name3

abc

def

Jim

Bob

Tom

Transformer ステージを使用して、入力データをフラット化し、各入力行に対して複数の出力行を作成でき
ます。データは次の列から構成されるようになります。
Col1

Col2

名前

abc

def

Jim
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Col1

Col2

名前

abc

def

Bob

abc

def

Tom

単一のフィールド内に複数の反復する値を持つ入力データ
単一の列に区切り文字で分離される複数の反復する値を含むデータがある場合、データをフラット化して、
区切り文字で区切られている各データに対して 1 つずつの複数の出力列を生成できます。また、特定の値
をフィルターアウトして、新規行を作成しないように指定することもできます。
例えば、入力行に次のデータがあるとします。
Col1

Col2

名前

abc

def

Jim/Bob/Tom

名前フィールドをフラット化し、円記号 (¥) 文字で示されるすべての新規の名前に対して新規行を作成し
ます。また、この例の列に対する結果の出力データで 2 行 2 列が生成されるように、名前 Jim をフィル
ターし、Col2 という名前の列をドロップします。
Col1

名前

abc

Bob

abc

Tom

新規出力行の生成に使用される入力行の列の値
Transformer ステージを使用して、入力列の値に基づいて新規行を生成できます。
例えば、カウントを含む入力列があり、そのカウントの値に基づいて出力行を生成します。次の例の列のカ
ウント値は 5 です。
Col1

Col2

MaxCount

abc

def

5

この 1 行の入力行に対して、Count 列内の値に基づいて 5 つの出力行を生成できます。
Col1

Col2

EntryNumber

abc

def

1

abc

def

2

abc

def

3

abc

def

4

abc

def

5

入力行データに含まれる入力行グループ・アグリゲート
入力行をキャッシュ領域に保存して、このデータをループ内で処理することができます。
例えば、価格値を保持する列のある入力データがあります。出力行に列を追加します。新規の列は、そのグ
ループ内のすべての行の価格の合計値に対する価格値のパーセンテージを示します。新規の Percentage 列
の値は、次の式で計算されます。
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(価格 * 100)/グループ内のすべての価格の合計

この例では、データは Col1 の値でソートおよびグループ化されています。
Col1

Col2

Price

1000

abc

100.00

1000

def

20.00

1000

ghi

60.00

1000

jkl

20.00

2000

zyx

120.00

2000

wvu

110.00

2000

tsr

170.00

Col1 = 1000 であるグループの各行のパーセンテージは、次の式で計算されます。
(price * 100)/200

Col1 = 2000 であるグループの各行のパーセンテージは、次の式で計算されます。
(price * 100)/400

次の表に出力を示します。
Col1

Col2

Price

Percentage

1000

abc

100.00

50.00

1000

def

20.00

10.00

1000

ghi

60.00

30.00

1000

jkl

20.00

10.00

2000

zyx

120.00

30.00

2000

wvu

110.00

27.50

2000

tsr

170.00

42.50

このシナリオでは、Transformer ステージで使用可能なキーの切れ目ファシリティーを使用します。これら
のファシリティーを使用して、処理中に入力列の値が変化するときを検出し、行をグループ化できます。

Transformer ステージの編集
Transformer ステージの編集に使用できるさまざまなオプションを指定します。

このタスクについて
トランスフォーマー・エディターによって Transformer ステージで次の処理を行うことができます。
v リンク上に新しい列を作成する。
v リンク内から列を削除する。
v リンク内で列を移動する。
v 列メタデータを編集する。
v 出力列の出力仕様を定義する。
v リンクの制約を定義し、「その他」リンクを処理する。
v リンクが処理される順番を指定する。
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v ローカル・ステージ変数を定義する。

ドラッグ・アンド・ドロップの使用
多くの Transformer ステージの編集は、トランスフォーマー・エディターのドラッグ・アンド・ドロップ機
能を使用すると簡単に行えます。

このタスクについて
任意のリンク間で列をドラッグできます。一般的な使用法は次のとおりです。
v 出力リンクへの入力列のコピー
v リンク内での列の移動
v 出力リンクの出力仕様のコピー

手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。ターゲットのリンクに挿入ポインターが表示され、新し
いセルを挿入する場所を示します。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。

タスクの結果
複数の列、キー式、出力仕様をドラッグできます。標準のエクスプローラー・キーを使用してソース列のセ
ルをいくつか選択し、その後は 1 つのセルの場合と同様に実行します。
リンクのタイトルをドラッグすると、列のセット全体をドラッグ・アンド・ドロップできます。
Ctrl キーを押したまま列をドラッグすることで、既存の出力仕様の最後に列を追加できます。

検索と置換機能
列の検索/置換機能を使用して、特定の列または式を見つけ、それを変更することができます。

このタスクについて
複数の列を格納する入力リンクや出力リンクが Transformer ステージに複数あるような、複雑なジョブで作
業をしている場合、列の検索/置換機能を使用して特定の列や式を検索し、変更できます。
検索/置換機能で次のことができます。
v 列名の検索と置換
v 式テキストの検索と置換
v 次の空の式の検索
v 次にエラーを含む式の検索
検索/置換機能を使用するには、次のいずれかを行います。
v ツールバーの「検索/置換」ボタンをクリックします。
v リンクのショートカット・メニューから「検索/置換」を選択します。
v Ctrl-F を押します。
「検索と置換」ダイアログ・ボックスが表示されます。これには、次の 3 つのタブがあります。
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v 「式テキスト」。式の中の特定のストリングのオカレンスを見つけ、必要な場合は置換できます。上下
方向に検索ができ、大/小文字の区別、文字列の完全一致、またはそのどちらも指定しない検索を選択で
きます。式の中の特定ストリングのすべてのオカレンスを置換するようにも選択できます。
v 「列名」。特定の列を検索し、必要であればその名前を変更できます。上下方向に検索ができ、大/小文
字の区別、文字列の完全一致、またはそのどちらも指定しない検索を選択できます。
v 「式タイプ」。次の空の式、あるいは、エラーが含まれる次の式を検索できます。次の空の式を検索す
るには Ctrl-M を押し、次にエラーが含まれる式を検索するには、Ctrl-N を押します。
注: 検索と置換の結果は、「ツール」>「オプション」で指定した色で表示されます。
F3 を押せば、「検索と置換」ダイアログ・ボックスを開かずに最後の検索を反復できます。

選択機能
作業中のジョブが複雑であり、複数の列を含む入力リンクや出力リンクが Transformer ステージにいくつか
存在しているような場合は、複数の列を選択する機能を使用します。この機能は、特定のパラレル・ジョ
ブ・ステージの「マッピング」タブでも利用できます。

このタスクについて
選択機能では、次のことができます。
v 指定されたテキストと一致するテキストを含む式を持つ、すべての列/ステージ変数の選択。
v 指定されたテキストを含む名前を持つ (さらにオプションで、指定されたタイプに一致する)、すべての
列/ステージ変数の選択。
v 特定のデータ・タイプを持つすべての列/ステージ変数の選択。
v 不足の式または無効な式を持つすべての列の選択。
選択機能を使用するには、リンクのショートカット・メニューから「選択」を選択します。「選択」ダイア
ログ・ボックスが表示されます。これには、次の 3 つのタブがあります。
v 「式テキスト」。「式テキスト」タブを使用すると、指定されたテキストと一致するテキストを含む式
を持つ、すべての列/ステージ変数を選択できます。指定されたテキストは、「大/小文字の区別」設定を
考慮に入れた単純なテキスト・マッチングに使用されます。
v 「列名」。「列名」タブを使用すると、指定されたテキストを含む名前を持つ、すべての列/ステージ変
数を選択できます。さらに「データ・タイプ」ドロップダウン・リストがあり、選択した列を特定のデ
ータ・タイプで絞り込めます。「データ・タイプ」ドロップダウン・リストを自在に使用して、特定の
データ・タイプの列をすべて選択できます。例えば、テキスト・フィールドをブランクのままにして、
データ・タイプにストリングを選択すると、すべてのストリング列を選択できます。リストのデータ・
タイプは汎用データ・タイプであり、列の SQL データ・タイプは、それぞれ汎用タイプのいずれかに属
しています。
v 「式タイプ」。「式タイプ」タブを使用して、式が空であるか、または式が無効である列をすべて選択
することができます。

列の作成と削除
Transformer ステージで列の作成と削除を行うためのさまざまな方法について示します。

このタスクについて
Transformer ステージへのリンクの列は、次のいずれかの方式を使用して作成できます。
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v リンクを選択し、次にツールバーの「列定義のロード」ボタンをクリックして標準のロード列ダイアロ
グ・ボックスを開きます。
v ドラッグ・アンド・ドロップまたはコピー・アンド・ペースト機能を使用して、他のリンクの既存の列
をコピーして新しい列を作成します。
v ショートカット・メニューを使用して新しい列定義を作成します。
v リンクのメタデータ・タブのグリッドを編集して、新しい列を挿入します。
列をコピーすると、新しい列は、コピー元の列と同じメタデータを使用して作成されます。
トランスフォーマー・エディター内から列を削除するには、削除する列を選び、「切り取り」ボタンをクリ
ックするか、または、ショートカット・メニューから「列の削除」を選択します。

リンク内での列の移動
ドラッグ・アンド・ドロップまたはカット・アンド・ペーストの機能を使用して、リンク内で列を移動でき
ます。

このタスクについて
ドラッグ・アンド・ドロップまたはカット・アンド・ペーストの機能を使用して、リンク内で列を移動しま
す。移動する列を選択して新しい場所にドラッグするか、または、切り取って新しい場所に貼り付けます。

列メタデータ編集
トランスフォーマー・エディターの下部にあるグリッド内から列メタデータを編集できます。

このタスクについて
トランスフォーマー・エディターの下部にあるグリッド内から列メタデータを編集します。編集するリン
ク・メタデータのタブを選択し、 InfoSphere DataStage の標準の編集グリッド制御を使用します。
表示されたメタデータは、列の出力仕様を含んでいません。これらはリンク領域で編集されます。

出力列の出力仕様の定義
次の 5 つの方法によって、トランスフォーマー・エディター内から出力列の出力仕様を定義できます。

このタスクについて
次のいずれかの方法を選択し、トランスフォーマー・エディター内から出力列の出力仕様を定義します。
v 新しい出力列を入力列から直接取得し、変換処理を実行しないようにするためには、ドラッグ・アン
ド・ドロップ、または、コピー・アンド・ペーストを使用して入力列を出力リンクに貼り付けます。出
力列は取得した入力列と同じ名前になります。
v 出力列が既に存在する場合は、入力列を出力列の「出力仕様」フィールドにドラッグ、あるいは、コピ
ーすることができます。これによって、列が直接入力列から取得され、変換処理は実行されません。
v 列自動マッチング機能を使用して、出力列を、一致する入力列から取得するように自動的に設定できま
す。
v ある出力リンク列の出力仕様を他の出力リンク列の出力仕様と同じにしたい場合があります。この場
合、ドラッグ・アンド・ドロップ、または、コピー・アンド・ペーストを使用して出力仕様セルを 1 つ
の列から他の列に貼り付けることができます。
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v 多くの場合、出力列を取得する前にデータを変換処理する必要があります。こうした目的のため、式エ
ディターを使用できます。式エディターを表示するには、必要な出力リンクの列の「出力仕様」セルを
ダブルクリックします。 (ショートカット・メニューまたはショートカット・キーを使用して式エディタ
ーを起動することもできます。)
注: 列の出力仕様でベクトル・エレメントを使用するには、ベクトル関数を含む式を使用する必要があり
ます。 ベクトル関数を参照してください。
出力仕様が赤色 (または「ツール」 > 「オプション」で定義した色) で表示された場合、トランスフォー
マー・エディターがその仕様を正しくないと判断したことを意味します。
入力リンク列を含む出力仕様が出力リンク列に定義されると、入力列と出力列の間に関係の線が引かれま
す。これは単純な例です。関係として列に入る線や列から出る線が複数表示される場合もあります。ツール
バーのボタンを使用して、すべてのリンクの関係を表示するか、または、選択したリンクの関係を表示する
かのいずれかを選択できます。
列自動マッチング機能:
列自動マッチング機能を使用して、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生するよう自動的に
設定できます。
このタスクについて
これは、出力リンクの列を入力リンク上の一致する列から取得するように自動的に設定することができる、
時間の節約になる機能です。この機能を使用すると、すべての出力リンクの出力仕様に、対応する入力列か
らデータを送るように設定することができます。その後、個別の出力リンク列で異なる出力仕様を使用した
い場合は、それぞれの出力リンクに戻って、編集することができます。
手順
1. 次のいずれかを行います。
v トランスフォーマー・エディターのツールバーで「自動マッチング」ボタンをクリックします。
v 入力リンクのヘッダーまたは出力リンクのヘッダーのショートカット・メニューから「自動マッチン
グ」を選択します。
「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ドロップダウン・リストから、列を入力リンクと一致させる出力リンクを選択します。
3. 「マッチング・タイプ」領域の「位置マッチング」または「名前の一致」をクリックします。
「位置マッチング」を選択した場合、出力列の出力仕様には、対応する位置の入力リンク列が設定され
ます。入力リンクの最初の列が出力リンクの最初の列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
4. 「OK」をクリックして、自動マッチングを実行します。
注: 自動マッチングでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプ
が非互換でも、出力仕様は設定されます。

複数の出力仕様の編集
複数の出力列またはステージ変数の出力仕様を編集できます。
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このタスクについて
複数の出力列またはステージ変数の出力仕様を編集するには、ショートカット・メニューで「出力仕様の置
換...」を選択します。「式の置換」ダイアログ・ボックスが開きます。
「式の置換」ダイアログ・ボックスでは、リンク内の現在選択されているすべての列の式に同じ変更を行う
ことができます。例えば、リンク内のすべてのストリング出力列の式に trim() 関数の呼び出しを追加する
には、次の 2 つの手順を実行します。最初に、「選択」ダイアログを使用して、すべてのストリング出力
列を選択します。次に、「式の置換」ダイアログを使用して、選択した列の既存の式の各値に trim() 関数
の呼び出しを適用します。
置換する方法として、「全置換」および「部分置換」のどちらかを選択できます。
式全体の置換:
このオプションを選択すると、各列の既存の式全体が特定の置換値で置き換えられます。
このタスクについて
置換値には完全に新しい値を指定できますが、通常は元の式の値に基づいた値を指定します。置換値を指定
するときに「$1」を使用して、列の式の既存の値を新しい値に含めることができます。既存の値は何度でも
含めることができます。
例えば、現在選択されている列セットの各式に trim() 呼び出しを追加するときは、必要な列を選択した状
態で、次の手順を使用します。
手順
1. 「全置換」オプションを選択します。
2. 次の置換値を入力します。
trim($1)

3. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
列の元の式は次のとおりでした。
DSLink3.col1

この式を次の式で置換します。
trim(DSLink3.col1)

置換は、選択された各列の式に適用されます。
実際のテキスト $1 を式に含める必要がある場合は、「$$1」として入力してください。
部分置換:
このオプションを選択すると、選択した各式の全置換ではなく一部分のみが置換されます。置換する式の部
分は、「正規表現」との突き合わせで指定します。
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このタスクについて
指定した「正規表現」が式ストリングの複数の部分に一致することもありえます。「すべてのオカレンスを
置換」を選択すると、一致した各オカレンスが、指定した置換値で更新されます。これが選択されていない
場合は、最初のオカレンスのみが置換されます。
式の一部を更新するための置換値に、元の式の置換対象部分を含めることができます。その場合には、「正
規表現」の値を丸括弧で囲んで指定する必要があります。置換値の中の「$1」は、突き合わせに使用するテ
キストを表すようになります。正規表現を丸括弧で囲まないと、「$1」は単純にテキスト「$1」として扱わ
れます。
複雑な「正規表現」を使用する場合は、「正規表現」のテキスト全体ではなくテキストのサブセットを丸括
弧で囲むことができます。この場合も、オリジナルの式で一致した部分は全体が置換されますが、「$1」や
「$2」などを使用して、指定した正規表現の括弧で囲まれた各一致部分を参照させることができます。
式の「部分置換」の例を次に示します。
選択された列セットに、「DSLink3」からの入力列を使用する出力仕様が含まれているとします。出力仕様
の 2 つが次のようになっています。
DSLink3.OrderCount + 1
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

入力列に NULL 値を使用しないで、NULL の代わりにゼロ値が使われるように設定します。次の手順で行
います。
手順
1. 式を置換したい列を選択します。
2. 「部分置換」オプションを選択します。
3. 次の正規表現値を指定します。
(DSLink3¥.[a-z,A-Z,0-9]*)

4. 次の置換値を指定します。
NullToZero($1)

5. 「OK」をクリックして、選択した列出力仕様のすべてにこれを適用します。
タスクの結果
上に示した例から、
DSLink3.OrderCount + 1

は、次のようになります。
NullToZero(DSLink3.OrderCount) + 1

また、
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

は、次のようになります。
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0) Then DSLink3.Total Else -1

「すべてのオカレンスを置換」オプションを選択している場合、2 番目の式は次のようになります。
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If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0)
Then NullToZero(DSLink3.Total)
Else -1

置換値には、任意の形式の式ストリングを指定できます。例えば、上記のケースでは、置換値は次のように
なります。
(If (StageVar1 > 50000) Then $1 Else ($1 + 100))

最初の例の場合、
DSLink3.OrderCount + 1

は、次のようになります。
(If (StageVar1 > 50000) Then DSLink3.OrderCount
Else (DSLink3.OrderCount + 100)) + 1

入力列の NULL 値の処理
出力列の出力仕様の式で使用されている入力列に、NULL 値が含まれる場合、結果の出力列は NULL を含
みます。
(以前のリリースでは、出力列式で入力列を使用する場合は、入力列に NULL 値が含まれているとその行が
ドロップされ、リジェクト・リンクが定義されている場合はリジェクトされました。式の中に、NULL 値
の取り扱いを指定する必要がありました。)

リンクの制約の定義と「その他」リンクの処理
制約を定義して出力データの制限を定義できます。また、「その他」リンクを指定し、他のすべての出力リ
ンクの制約を満たさなかった行をキャッチすることもできます。

このタスクについて
制約条件を指定して出力データに対する制限を定義できます。制約は式です。Transformer ステージから各
出力リンクに対する制約を指定できます。特定のリンクを「その他」リンクとして動作するように指定し、
他のすべての出力リンクの制約を満たさなかった行をキャッチすることもできます。
v 出力リンクを選択し、「制約」ボタンをクリックします。
v 出力リンクの「制約」入力フィールドをダブルクリックします。
v 背景またはヘッダーのショートカット・メニューから「制約」を選択します。
ダイアログ・ボックスが表示され、トランスフォーマーの出力リンクの制約を定義したり、リンクを「その
他」リンクとして定義したりできます。
リンクの「制約」フィールドに式を入力して制約を定義します。すると、トランスフォーマー・エディター
のリンクのタイトル・バーの下に何らかの制約が表示されます。この制約式は、実行時に行データに対して
チェックされます。データが制約を満たさない場合、行はリンクに書き込まれません。前のリンクの制約に
適合しなかった行をキャッチできるようにリンクを定義することも可能です。
制約の「その他」リンクは次のようにして定義できます。
v 「その他/ログ」フィールドをクリックして、印を付けて、「制約」フィールドはブランクのままにしま
す。これによって、前のすべての出力リンクで制約を満たさない行をキャッチできます。
v 制約を「その他」に設定します。これは、行が制約に一致せずリンクでリジェクトされたときに設定さ
れます。「その他」は、行を受け入れる出力リンクによってクリアされます。
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v すべての出力リンクの制約に一致しなかった行をキャッチできるように、「その他」リンクはリンク順
序で他の出力リンクの後ろに 置く必要があります。「その他」リンクを最後にしないと、以降のリンク
の制約を満たしている行が「その他」リンクに送信され、さらに本来のリンクにも送信される可能性が
あります。
v 「その他/ログ」フィールドをクリックして、印を付けて、「制約」フィールドを定義します。これによ
って、指定リンクに書き込まれた行 (制約を満たす行) の数が、警告メッセージとしてジョブ・ログに記
録されます。
注: 書き込みエラーや NULL 式のエラーのために出力リンクに書き込まれなかった行をキャッチするリ
ジェクト・リンクも指定できます。これは、Transformer ステージの外でリンクを追加し、ショートカッ
ト・メニューを使用してそのリジェクト・リンクに変換することによって定義します。

リンク順序の指定
リンクが特定の順序となるように指定できます。

このタスクについて
行が処理される出力リンクの順序を指定できます。
リンクの初期の順序は、リンクがステージに追加された順序です。

手順
1. 次のいずれかを行います。
v トランスフォーマー・エディターのツールバーで、「出力リンク実行順序」ボタンをクリックしま
す。
v 背景のショートカット・メニューから「出力リンクの順序を変更」を選択します。
「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示され、「ステージ」ページの
「リンク順序」タブが表示されます。
2. 矢印ボタンを使用して、リンクのリストを目的の実行順に入れ替えます。
3. その順序に問題がなければ、「OK」をクリックします。

ローカル・ステージ変数の定義
Transformer ステージ内で、独自の変数を宣言して使用できます。この変数には、変数が宣言された
Transformer ステージからのみアクセス可能です。

このタスクについて
ステージ変数は次のように使用します。
v 式によって値を割り当てることができます。
v 出力列の出力仕様を定義する式の中で使用できます。
v 変数を評価する式には、他の変数または評価対象の変数自体を含めることができます。
宣言したステージ変数は、リンク領域の右のペインにある表に表示されます。表の外観は出力リンクに類似
しています。トランスフォーマーのツールバーにある「ステージ変数」ボタンをクリックするか、または、
背景のショートカット・メニューから「ステージ変数」を選択して、表を表示または非表示にできます。
注: 右のペインの下部にある出力リンクのメタデータ領域に、ステージ変数は表示されません。
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この表は、ステージ変数とその値を取得する式をリスト表示します。リンク線によって、ステージ変数と式
で使用される入力列とが結び付けられます。表の右側からのリンクによって、変数を使用する出力列に変数
がリンクされます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
v ステージ変数のショートカット・メニューから「新規ステージ変数の挿入」を選択します。新しい変
数が、リンクのペインにあるステージ変数の表に追加されます。変数には、デフォルトの名前の
StageVar とデフォルトのデータ・タイプの VarChar (255) が付与されます。これらのプロパティー
は、「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して編集できます。次の
ステップで説明します。
v トランスフォーマーのツールバーで、「ステージ・プロパティー」ボタンをクリックします。
v 背景のショートカット・メニューから「ステージ・プロパティー」を選択します。
v ステージ変数のショートカット・メニューから「ステージ変数プロパティー」を選択します。
「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「ステージ変数」ページのグリッドを使用して、変数名、初期値、SQL タイプ、拡張情報 (変数に
Unicode データが含まれる場合)、精度、スケール、および説明 (オプション) を入力します。変数名
は、英数字 (a から z、A から Z、0 から 9) のみを使用し、先頭は英字 (a から z、A から Z) でな
ければなりません。
3. 「OK」をクリックします。リンクのペインにあるステージ変数の表に新しい変数が表示されます。

タスクの結果
ステージ変数に対しては、出力列の場合とほとんど同じ処理を実行します (出力列の出力仕様の定義を参照
してください)。ショートカット・メニューに含まれるコマンドは同じです。ただし、ステージ変数を新し
い列として貼り付けたり、列を新しいステージ変数として貼り付けたりはできません。

ループの指定
ループ条件を定義することによって、Transformer ステージが各入力行に対して複数の出力行を出力するよ
うに指定できます。

このタスクについて
Transformer ステージが、読み取った各入力行に対してループを複数回繰り返すように指定できます。ステ
ージは、特定の条件が真である間、単一の入力行に対応する複数の出力行を生成できます。
この条件の指定には、ステージ変数を使用できます。ステージ変数は、各入力行の読み取りの後に 1 回評
価されるので、ループの実行中は同じ値を保持します。
ループ変数を指定することもできます。ループ変数は、ループ条件が真と評価されるたびに評価されます。
ループ変数は、ループの繰り返しごと、および生成される各出力行ごとに変更できます。
変数名はステージ変数およびループ変数に共通して固有でなければなりません。

手順
1. 必要なステージ変数を定義します。
2. ループ条件を定義します。
3. 必要なループ変数を定義します。
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4. 出力列の出力仕様を定義します。

例
249 ページの『Transformer ステージ: ループ』 で説明する各シナリオが、Transformer ステージでどのよ
うに実装されるかの例を示します。
ループ条件の定義:
ループ条件を定義することによって、Transformer ステージが各入力行を処理するときにループするように
指定できます。ループは、条件が真である間繰り返します。
このタスクについて
式に @ITERATION システム変数を使用できます。 @ITERATION は、1 から始まるループ実行回数のカ
ウントを保持します。@ITERATION は新しい入力行が読み取られたときに 1 にリセットされます。
手順
1. 必要であれば、タイトル・バーの矢印をクリックして「ループ条件」グリッドを開きます。
2. 「Loop While」条件をダブルクリックするか、CTRL-D を入力して、式エディターを開きます。
3. 式エディターで、ループを制御する式を指定します。式は真または偽の結果を返さなければなりませ
ん。
次のタスク
無限ループになるのにコンパイルは正常に行える、欠陥のあるループ条件を定義してしまうことがありま
す。このようなイベントをキャッチするために、「ステージ・プロパティー」ウィンドウの「ループ変数」
タブの「ループ反復警告しきい値」を指定できます。指定された回数ループが繰り返されると、警告がジョ
ブ・ログに書き込まれ、その値の倍数に達するたびに警告が繰り返されます。
したがって、例えばしきい値を 100 に指定すると、ループが 100 回、200 回、300 回と繰り返されたとき
に警告がジョブ・ログに書き込まれます。しきい値を 0 に設定すると、警告を発行しないことを指定した
ことになります。デフォルトのしきい値は 10000 で、開始値として適した値です。環境変数
APT_TRANSFORM_LOOP_WARNING_THRESHOLD をしきい値に設定することにより、プロジェクト内の
すべてのジョブに対して制限を設定できます。
しきい値は、ループの反復と、入力行キャッシュに保持されるレコード数の両方に適用されます (入力行キ
ャッシュは、入力列の値をアグリゲートするときに使用されます)。
ループ変数の定義:
Transformer ステージ内で、ループ変数を宣言して使用できます。ステージ内の式にループ変数を使用でき
ます。
このタスクについて
Transformer ステージでループ条件が定義されている場合、ループ変数を使用できます。ループが定義され
ている場合、Transformer ステージはステージに入力される各行に対して複数の行を出力できます。ループ
変数は、ループが繰り返されるごとに評価されるので、各出力行に対して値を変更できます。この変数に
は、変数が宣言された Transformer ステージからのみアクセス可能です。ステージ変数の出力仕様では、ル
ープ変数は使用できません。
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ループ変数は次のように使用できます。
v 式によって値を割り当てることができます。
v 出力列の出力仕様を定義する式の中で使用できます。
v 変数を評価する式には、他のループ変数またはステージ変数または評価対象の変数自体を含めることが
できます。
宣言したループ変数は、リンク領域の右のペインにある表に表示されます。表は出力リンク表およびステー
ジ変数表のように表示されます。表のタイトル・バーの矢印をクリックして、表を最大化または最小化でき
ます。
この表は、ループ変数をその値を取得する式とともにリスト表示します。リンク線によって、ループ変数と
式で使用される入力列とが結合されます。表の右側からのリンクによって、変数を使用する出力列または変
数が使用するステージ変数に、変数がリンクされます。
手順
1. ループ変数のポップアップ・メニューから「ループ変数プロパティー」を選択します。
2. 「ループ変数」タブのグリッドに、変数名、初期値、SQL タイプ、拡張情報 (変数に Unicode データ
が含まれる場合)、精度、スケール、および説明 (オプション) を入力します。変数名は、英数字 (a か
ら z、A から Z、0 から 9) のみを使用し、先頭は英字 (a から z、A から Z) でなければなりませ
ん。
3. 「OK」をクリックします。リンクのペインにあるループ変数の表に新しいループ変数が表示されま
す。
注: ループ変数のポップアップ・メニューから、「新規ループ変数の挿入」または「新規ループ変数の
追加」を選択して、ループ変数を追加することもできます。 新しい変数が、リンクのペインにあるルー
プ変数の表に追加されます。最初の変数には、デフォルトの名前の LoopVar とデフォルトのデータ・
タイプの VarChar (255) が付与され、その後のループ変数は LoopVar1、LoopVar2、などと名前がつけ
られます。「ステージ・プロパティー」ウィンドウの「ループ変数」タブで、変数を編集できます。
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図 6. ループ変数が定義された Transformer ステージの例

ループの例: 単一の行の複数行への変換:
Transformer ステージを使用して、反復の列のデータのある単一の行を複数の出力行に変換できます。
複数の反復する列のある入力データ
入力データに反復データを含む複数の列がある場合、Transformer ステージを使用して、反復の列のそれぞ
れに対して 1 つずつの複数の出力行を生成できます。
例えば、入力行に次のデータがあるとします。
Col1

Col2

Name1

Name2

Name3

abc

def

Jim

Bob

Tom

Transformer ステージを使用して、入力データをフラット化し、各入力行に対して複数の出力行を作成でき
ます。データは次の列から構成されるようになります。
Col1

Col2

名前

abc

def

Jim

abc

def

Bob

abc

def

Tom
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このシナリオを Transformer ステージに実装する場合は、以下の設定を行います。
ループ条件
ループ条件として以下の式を入力します。
@ITERATION <= 3

各入力行には名前を含む 3 つの列があるので、各入力行を 3 回処理して 3 行の個別の出力行を
作成する必要があります。
ループ変数
ループ変数を定義して、出力行の新規列 Name に値を提供します。LoopVar1 の値は次の式で設定
されます。
IF (@ITERATION = 1) THEN inlink.Name1
ELSE IF (@ITERATION = 2) THEN inlink.Name2
ELSE inlink.Name3

出力リンクのメタデータと出力仕様
以下の出力リンク列と出力仕様を定義します。
v Col1 - inlink.col1
v Col2 - inlink.col2
v Name - LoopVar1
ループの例: 単一のフィールド内の複数の反復する値:
Transformer ステージを使用して、単一の列に反復する値のあるデータを持つ単一の行を複数の出力行に変
換できます。
単一のフィールド内に複数の反復する値を持つ入力データ
単一の列に区切り文字で分離される複数の反復する値を含むデータがある場合、データをフラット化して、
区切り文字で区切られている各データに対して 1 つずつの複数の出力列を生成できます。また、特定の値
をフィルターアウトして、新規行を作成しないように指定することもできます。
例えば、入力行に次のデータがあるとします。
Col1

Col2

名前

abc

def

Jim/Bob/Tom

名前フィールドをフラット化し、円記号 (¥) 文字で示されるすべての新規の名前に対して新規行を作成し
ます。また、この例の列に対する結果の出力データで 2 行 2 列が生成されるように、名前 Jim をフィル
ターし、Col2 という名前の列をドロップします。
Col1

名前

abc

Bob

abc

Tom

このシナリオを Transformer ステージに実装する場合は、以下の設定を行います。
ステージ変数
ステージ変数を定義して、区切り文字で分離されるフィールドのカウントを保持します。StageVar1
の値は次の式で設定されます。
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DCOUNT(inlink.Names, "/")

ループ条件
ループ条件として以下の式を入力します。
@ITERATION <= StageVar1

ループは、Names 列内のカウント分だけ繰り返します。
ループ変数
ループ変数を定義して、出力行の新規列 Name に値を提供します。LoopVar1 の値は次の式で設定
されます。
FIELD(inlink.Names, "/", @ITERATION, 1)

この式は、スラッシュ文字 (/) で区切られたサブストリングを入力列から抽出します。
出力リンク制約
Jim という名前をフィルタリングするために、出力リンク制約を定義します。次の式を使用して、
制約を定義します。
LoopVar1 <> "Jim"

出力リンクのメタデータと出力仕様
出力リンク列と出力仕様を定義します。 Col2 列をメタデータに含めないことにより、ドロップし
ます。
v Col1 - inlink.col1
v Name - LoopVar1
ループの例: 新規行の生成:
Transformer ステージを使用して、入力行内の列の値に基づいて新規行を生成できます。
新規出力行の生成に使用される入力行の列の値
Transformer ステージを使用して、入力列の値に基づいて新規行を生成できます。
例えば、カウントを含む入力列があり、そのカウントの値に基づいて出力行を生成します。次の例の列のカ
ウント値は 5 です。
Col1

Col2

MaxCount

abc

def

5

この 1 行の入力行に対して、Count 列内の値に基づいて 5 つの出力行を生成できます。
Col1

Col2

EntryNumber

abc

def

1

abc

def

2

abc

def

3

abc

def

4

abc

def

5

このシナリオを Transformer ステージに実装する場合は、以下の設定を行います。
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ループ条件
ループ条件として以下の式を入力します。
@ITERATION <= inlink.MaxCount

各入力行に対して、ループは MaxCount 列の値で定義される回数分繰り返します。
出力リンクのメタデータと出力仕様
以下の出力リンク列と出力仕様を定義します。
v Col1 - inlink.Col1
v Col2 - inlink.Col2
v EntryNumber - @ITERATION
ループの例: データのアグリゲート:
Transformer ステージを使用して、アグリゲートされた情報を出力行に追加できます。
アグリゲート・オペレーションは、入力行を保存するキャッシュを利用します。「ステージ・プロパティ
ー」ウィンドウの「ループ変数」タブでしきい値レベルを設定することにより、キャッシュ内のエントリー
数をモニターできます。ジョブ実行時にしきい値に達した場合、ログに警告が発行され、ジョブは実行を継
続します。
入力行データに含まれる入力行グループ・アグリゲート
入力行をキャッシュ領域に保存して、このデータをループ内で処理することができます。
例えば、価格値を保持する列のある入力データがあります。出力行に列を追加します。新規の列は、そのグ
ループ内のすべての行の価格の合計値に対する価格値のパーセンテージを示します。新規の Percentage 列
の値は、次の式で計算されます。
(価格 * 100)/グループ内のすべての価格の合計

この例では、データは Col1 の値でソートおよびグループ化されています。
Col1

Col2

Price

1000

abc

100.00

1000

def

20.00

1000

ghi

60.00

1000

jkl

20.00

2000

zyx

120.00

2000

wvu

110.00

2000

tsr

170.00

Col1 = 1000 であるグループの各行のパーセンテージは、次の式で計算されます。
(price * 100)/200

Col1 = 2000 であるグループの各行のパーセンテージは、次の式で計算されます。
(price * 100)/400

次の表に出力を示します。
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Col1

Col2

Price

Percentage

1000

abc

100.00

50.00

1000

def

20.00

10.00

1000

ghi

60.00

30.00

1000

jkl

20.00

10.00

2000

zyx

120.00

30.00

2000

wvu

110.00

27.50

2000

tsr

170.00

42.50

このシナリオでは、Transformer ステージで使用可能なキーの切れ目ファシリティーを使用します。これら
のファシリティーを使用して、処理中に入力列の値が変化するときを検出し、行をグループ化できます。
このシナリオは、グループ化行を入力行キャッシュに保存し、キー列の値が変化したときに処理することに
よって実装されます。例では、Col1 という名前の列の値が 1000 から 2000 に変化したときにグループ化
行が処理されます。 2 つの関数 SaveInputRecord() と GetSavedInputRecord() を使用して、入力行のキャッ
シュへの追加および取り出しが行われます。ステージ変数が評価されると SaveInputRecord() が呼び出さ
れ、キャッシュ内の行数を返します (最初の行が追加されたとき 1 から始まります)。ループ変数が評価さ
れると、GetSavedInputRecord() が呼び出されます。
このシナリオを Transformer ステージに実装する場合は、以下の設定を行います。
ステージ変数
以下のステージ変数を定義します。
NumSavedRows
SaveInputRecord()
IsBreak
LastRowInGroup(inlink.Col1)
TotalPrice
IF IsBreak THEN SummingPrice + inlink.Price ELSE 0
SummingPrice
IF IsBreak THEN 0 ELSE SummingPrice + inlink.Price
NumRows
IF IsBreak THEN NumSavedRows ELSE 0
ループ条件
ループ条件として以下の式を入力します。
@ITERATION <= NumRows

ループは、NumRows 変数で指定されたカウント分だけ繰り返します。
ループ変数
以下のループ変数を定義します。
SavedRowIndex
GetSavedInputRecord()
出力リンクのメタデータと出力仕様
以下の出力リンク列と出力仕様を定義します。
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v Col1 - inlink.Col1
v Col2 - inlink.Col2
v Price - inlink.Price
v Percentage - (inlink.Price * 100)/TotalPrice
SaveInputRecord() は、最初のステージ変数 (NumSavedRows) で呼び出されます。 SaveInputRecord() は、
現行の入力行をキャッシュに保存し、現在キャッシュ内にあるレコード数を返します。グループ内の各入力
行は、ブレーク値に達するまで保存されます。グループ内の最後の値で、NumRows は入力キャッシュ内に
保存された行数に設定されます。その後、ループ条件は NumRows で指定される回数だけ実行され、各ル
ープで GetSavedInputRecord() を呼び出し、各入力行を再処理して各出力行を作成する前に、保存されてい
る次の入力行を現行にします。出力リンク内の inlink 列が使用されるときは、現在取り出された入力行の
値を参照するので、各出力ループで異なります。
選択された入力行のキャッシュ
式が真に評価されたときのみ入力行がキャッシュに保存されるように、SaveInputRecord() を式の中で呼び
出すことができます。
例えば、説明したシナリオを実装するが、price 列が 0 でない入力行だけを保存することができます。設定
は次のとおりです。
ステージ変数
以下のステージ変数を定義します。
IgnoreRow
IF (inlink.Price = 0) THEN 1 ELSE 0
NumSavedRows
IF IgnoreRecord THEN SavedRowSum ELSE SaveInputRecord()
IsBreak
LastRowInGroup(inlink.Col1)
SavedRowSum
IF IsBreak THEN 0 ELSE NumSavedRows
TotalPrice
IF IsBreak THEN SummingPrice + inlink.Price ELSE 0
SummingPrice
IF IsBreak THEN 0 ELSE SummingPrice + inlink.Price
NumRows
IF IsBreak THEN NumSavedRows ELSE 0
ループ条件
ループ条件として以下の式を入力します。
@ITERATION <= NumRows

ループ変数
以下のループ変数を定義します。
SavedRowIndex
GetSavedInputRecord()

268

パラレル・ジョブ開発者ガイド

出力リンクのメタデータと出力仕様
以下の出力リンク列と出力仕様を定義します。
v Col1 - inlink.Col1
v Col2 - inlink.Col2
v Price - inlink.Price
v Percentage - (inlink.Price * 100)/TotalPrice
この例では、前の例と同様の出力が生成されますが、アグリゲートには Price の値が 0 のものは含まれ
ず、Price の値が 0 の出力行は生成されません。
生成された追加行の出力
この例は、最初の例に基づいていますが、この場合、Price が 100 以上の入力行を識別します。入力行の
Price が 100 以上の場合、25% の割引が Price に適用され、追加の新規出力行が生成されます。新規行の
Col1 の値は、追加のエントリーであることを示すために 1 が追加されます。元の入力行は通常通り出力さ
れます。したがって、Price が 100 以上の入力行に対して、1 つは割引価格でもう 1 つは割引前の価格
で、2 つの出力行が生成されます。
入力データを次の表に示します。
Col1

Col2

Price

1000

abc

100.00

1000

def

20.00

1000

ghi

60.00

1000

jkl

20.00

2000

zyx

120.00

2000

wvu

110.00

2000

tsr

170.00

必要な表を次の表に示します。
Col1

Col2

Price

Percentage

1000

abc

100.00

50.00

1001

abc

75.00

50.00

1000

def

20.00

10.00

1000

ghi

60.00

30.00

1000

jkl

20.00

10.00

2000

zyx

120.00

30.00

2001

zyx

90.00

30.00

2000

wvu

110.00

27.50

2001

wvu

82.50

27.50

2000

tsr

170.00

42.50

2001

tsr

127.50

42.50

このシナリオを Transformer ステージに実装する場合は、以下の設定を行います。
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ステージ変数
以下のステージ変数を定義します。
NumSavedRowInt
SaveInputRecord()
AddRow
IF (inlink.Price >= 100) THEN 1 ELSE 0
NumSavedRows
IF AddRow THEN SaveInputRecord() ELSE NumSavedRowInt
IsBreak
LastRowInGroup(inlink.Col1)
TotalPrice
IF IsBreak THEN SummingPrice + inlink.Price ELSE 0
SummingPrice
IF IsBreak THEN 0 ELSE SummingPrice + inlink.Price
NumRows
IF IsBreak THEN NumSavedRows ELSE 0
ループ条件
ループ条件として以下の式を入力します。
@ITERATION <= NumRows

ループは、NumRows 変数で指定されたカウント分だけ繰り返します。
ループ変数
以下のループ変数を定義します。
SavedRowIndex
GetSavedInputRecord()
AddedRow
LastAddedRow
LastAddedRow
IF (inlink.Price < 100) THEN 0 ELSE IF (AddedRow = 0) THEN 1 ELSE 0
出力リンクのメタデータと出力仕様
以下の出力リンク列と出力仕様を定義します。
v Col1 - IF (inlink.Price < 100) THEN inlink.Col1 ELSE IF (AddedRow = 0) THEN inlink.Col1
ELSE inlink.Col1 + 1
v Col2 - inlink.Col2
v Price - IF (inlink.Price < 100) THEN inlink.Price ELSE IF (AddedRow = 0) THEN
inlink.Price ELSE inlink.Price * 0.75
v Percentage - (inlink.Price * 100)/TotalPrice
SaveInputRecord は、Price の値によって 1 回または 2 回呼び出されます。SaveInputRecord が 2 回呼び出
されると、通常のアグリゲートに加えて、再計算された Price 値で追加の出力レコードが生成されます。
重複した入力行のそれぞれに対して、出力列の値を別に評価するために、ループ変数 AddedRow が使用さ
れます。
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実行時エラー
SaveInputRecord() および GetSavedInputRecord() の呼び出し回数は、各ループで一致していなければなりま
せん。SaveInputRecord() を複数回呼び出してキャッシュに追加することができますが、一度
GetSavedInputRecord() を呼び出すと、再び SaveInputRecord() を呼び出す前に、入力キャッシュが空になる
まで GetSavedInputRecord() を呼び出さなければなりません。ここで説明した例では、このルールに従わな
いと次の環境で実行時エラーになることがあります。
v Transformer ステージで GetSavedInputRecord を SaveInputRecord の前に呼び出すと、次の例と同様な致
命的エラーがジョブ・ログにレポートされます。
APT_CombinedOperatorController,0: Fatal Error: get_record() called on
record 1 but only 0 records saved by save_record()

v Transformer ステージで GetSavedInputRecord の呼び出し回数が SaveInputRecord の呼び出し回数より多
いと、次の例と同様な致命的エラーがジョブ・ログにレポートされます。
APT_CombinedOperatorController,0: Fatal Error: get_record() called on
record 3 but only 2 records saved by save_record()

v Transformer ステージで SaveInputRecord を呼び出すが GetSavedInputRecord は呼び出さないと、次の例
と同様な致命的エラーがジョブ・ログにレポートされます。
APT_CombinedOperatorController,0: Fatal Error: save_record() called on
record 3, but only 0 records retrieved by get_record()

v Transformer ステージで GetSavedInputRecord の呼び出し回数が SaveInputRecord 呼び出し回数より少な
いと、次の例と同様な致命的エラーがジョブ・ログにレポートされます。
APT_CombinedOperatorController,0: Fatal Error: save_record() called on
record 3, but only 2 records retrieved by get_record()

キーの切れ目の検出
データが列でグループ化されており、その列でソートされている場合、その列の値が変化する前の最後の行
を処理しているかどうかを検出できます。
キーの切れ目は、入力データがいずれかの列でソートされている場合は、その列で検出できます。 データ
は、ソートされていることを Transformer ステージが検出できるように、ジョブ内でソートされている必要
があります。データがジョブに入力される前にソートされている場合、ダミーの Sort ステージを組み込
み、事前にソートされているデータのすべての列について、ステージの「ソート・キー」プロパティーを
「ソートしない (事前にソート済み)」にセットします。
次の関数を使用して、キーの切れ目を検出し、データを適切に処理できます。
LastRowInGroup(InputColumn)

この関数は入力行の処理中に呼び出すことができ、指定された列の値がこの行の後で変化する (すなわち、
この行がグループ内の最後の行である) 場合に TRUE を返します。この関数は、この行が入力データの最
後の行である場合も TRUE を返します。
v 入力データが複数の列でソートされている場合は、これらの列の任意のものを引数として
LastRowInGroup() を呼び出すことができます。
v 指定された引数が主ソート・キーである場合は、動作は単一の列について説明したとおりです。
v 指定された引数が 2 次またはその他のソート・キーである場合は、LastRowInGroup() は指定された列の
値が変わる直前、またはそれより高水準のキー列が変わる直前に TRUE を返します。 例えば、主ソー
ト列が Col1、2 次ソート列が Col2 である場合は、LastRowInGroup() は Col2 の値が変わる直前、また
は Col1 の値が変わる直前に TRUE を返します。 したがって、Col2 が変わる直前ではないが Col1 が
変わる直前には TRUE を返します。Col1 は Col2 よりも上位のソート・キーだからです。
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データの終わりまたはウェーブの終わりの検出
関数を使用して、Transformer ステージが入力データまたはウェーブの最後の列を処理しているかどうかを
検出できます。
次の関数を使用して、データの終わりまたはウェーブの終わりを検出し、データを適切に処理できます。
LastRow()

この関数は入力行の処理中に呼び出すことができ、現在の行がデータの最後の行か、またはウェーブの終わ
りであれば TRUE を返します。

InfoSphere DataStage 式エディター
InfoSphere DataStage 式エディターは、Transformer ステージの編集時に適切な式を入力できるよう支援し
ます。
式エディターには次のような機能があります。
v 式エレメントの入力を容易にします。
v 頻繁に使用される変数の名前を補完入力します
v 式を検証できます。
式エディターは、次の場所から開けます。
v 出力リンクの「出力仕様」セル
v ステージ変数の「出力仕様」セル
v 「制約」ダイアログ・ボックス

式のフォーマット
式のフォーマットを示します。
式のフォーマットは次のとおりです。
KEY:
something_like_this
is a token
something_in_italics is a terminal, that is, does not break down any further
|
is a choice between tokens
[
is an optional part of the construction
"XXX"
is a literal token (that is, use XXX not
including the quotes)
=================================================
expression ::=
function_call |
variable_name |
other_name |
constant |
unary_expression |
binary_expression |
if_then_else_expression |
substring_expression |
"(" expression ")"
function_call ::= function_name "(" [argument_list] ")"
argument_list ::= expression | expression "," argument_list
function_name ::=
name of a built-in function |
name of a user-defined_function
variable_name ::=
job_parameter name |
stage_variable_name |
link_variable name
other_name ::=
name of a built-in macro, system variable, and so on.
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constant ::= numeric_constant | string_constant
numeric_constant ::= ["+" | "-"] digits ["." [digits]] ["E" | "e" ["+" | "-"] digits]
string_constant ::=
"’" [characters] "’" |
""" [characters] """ |
"¥" [characters] "¥"
unary_expression ::= unary_operator expression
unary_operator ::= "+" | "-"
binary_expression ::= expression binary_operator expression
binary_operator ::=
arithmetic_operator |
concatenation_operator |
matches_operator |
relational_operator |
logical_operator
arithmetic_operator ::= "+" | "-" | "*" | "/" | "^"
concatenation_operator ::= ":"
relational_operator ::=
"
=" |"EQ" |
"<>" | "#" | "NE" |
">" | "GT" |
">=" | "=>" | "GE" |
"<" | "LT" |
"<=" | "=<" | "LE"
logical_operator ::= "AND" | "OR"
if_then_else_expression ::= "IF" expression "THEN" expression "ELSE" expression
substring_expression ::= expression "[" [expression ["," expression] "]"
field_expression ::=
expression "[" expression ","
expression ","
expression "]"
/*
That is, always 3 args

注: 「AND」、「IF」、「EQ」などのキーワードは大文字でも小文字でもかまいません。

式の入力
Transformer ステージでは、挿入点が式ボックス内にある場合は常に、式エディターを使用して、式の次の
エレメントの候補を確認することができます。

このタスクについて
挿入点が式ボックス内にある場合は常に、式エディターを使用して、式の次のエレメントの候補を確認する
ことができます。これを実行するには、ボックスを右クリックするか、ボックスの右側にある「候補」ボタ
ンをクリックします。「オペランド候補」または「演算子候補」メニューが開きます。表示されるメニュー
はコンテキストによって決まります。すなわち、次の式のエレメントとしてオペランドまたは演算子のどれ
を入力するかによって決まります。このメニューから選択可能な関数については、 807 ページの『付録 B.
パラレル変換処理関数』に説明があります。DS マクロについては、「InfoSphere DataStageパラレル・ジョ
ブ上級開発者ガイド」に説明があります。式エディターで使用するカスタム・ルーチンを指定することもで
きます (「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参照してください)。

変数名の自動入力
Transformer ステージでは、式エディターは変数名を保存しています。以前に使用した変数名を入力するに
は、最初の数文字を入力します。F5 キーを押すと、式エディターが変数名の残りの部分を自動入力してく
れます。

このタスクについて
式エディターは変数名を保存しています。以前に使用したことのある変数名を入力する際に、最初の数文字
を入力してから、F5 キーを押します。ユーザーの代わりに、式エディターが変数名の残りの部分を自動入
力してくれます。
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入力リンク名に続けてピリオドを入力すると (例えば、DailySales.)、式エディターはリンクの列名のリスト
を表示します。入力を続けると、リストの選択肢が入力に応じて変化します。マウスで列名を選択すること
もできます。Tab キーまたは Enter キーで、選択した列名を式に入力します。列名を選択せずに、リスト
を終了させる場合は Esc キーを押します。

式の検証
この機能を使用して、Transformer ステージの式を検証します。トランスフォーマー・エディターで入力し
た式の構文が適切であるか、また、使用する変数名がコンパイラーの基準を満たしているかについて、式エ
ディターでチェックします。

このタスクについて
トランスフォーマー・エディターで式を入力したら、Enter キーを押して式を検証します。式エディター
は、構文が適切であるか、また、使用する変数名がコンパイラーの基準を満たしているかについてチェック
を行います。
エラーがあった場合、メッセージが表示され、式ボックスにエラーを発生させたエレメントが強調表示され
ます。式を修正することも、トランスフォーマー・エディターまたは「変換処理」ダイアログ・ボックスを
閉じることもできます。
任意の式でショートカット・メニューから「検証」を選択すると、その式が検証され、エラーがあればメッ
セージ・ボックスに表示されます。

式エディターの終了
Transformer ステージで式エディターを終了するための、さまざまな方法を示します.

このタスクについて
次の方法で式エディターを終了できます。
v Esc キーを押します (変更を破棄します)。
v Return キーを押します (変更を適用します)。
v 式エディター・ボックスの外側をクリックします (変更を適用します)。

式エディターの構成
Transformer ステージでは、デザイナー・オプションを編集して、式エディターを構成します。「式エディ
ター」ウィンドウはドラッグしてサイズ変更できます。

このタスクについて
「式エディター」ウィンドウはドラッグしてサイズ変更できます。同じクライアント、同じ状況 (例えば、
出力列の編集など) では、次に式エディターを開いたときに、同じサイズでウィンドウが開きます。
デザイナー・オプションを編集して、式エディターを構成できます。これによって、式エディターの「利用
方法」を指定できます。詳細は、「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参照して
ください。

システム変数
有用なシステム情報を含む変数のセットです。
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InfoSphere DataStage には、出力仕様または制約で使用できる有用なシステム情報を含む変数のセットが用
意されています。
名前

説明

@FALSE
値は 0 で置換されます。
@TRUE
値は 1 で置換されます。
@INROWNUM
入力行カウンター。
@OUTROWNUM
出力行カウンター (リンクごと)。
@NUMPARTITIONS
ステージのパーティションの合計数。
@PARTITIONNUM
特定のインスタンスのパーティション番号。
@ITERATION
現行ループの反復回数。

トランスフォーマー式、ステージ変数、およびループ変数の評価シーケンス
Transformer ステージで効果的な出力仕様を作成するには、どの項目がいつ評価されるかを理解しておくこ
とが重要です。
Transformer ステージの評価シーケンスは、次のとおりです。
Evaluate each stage variable initial value
For each input row to process:
Evaluate each stage variable derivation value, unless
the derivation is empty
For each output link:
Evaluate constraint, if true:
Evaluate each column derivation value
Write the output row
Next output link
Next input row

ループ条件の定義されている Transformer ステージの評価シーケンスは、次のとおりです。
Evaluate each stage variable initial value
For each input row to process:
Evaluate each stage variable derivation value (unless empty)
Evaluate each loop variable initial value
While the evaluated loop condition is true:
Evaluate each loop variable derivation value (unless empty)
For each output link:
Evaluate constraint, if true:
Evaluate each column derivation value
Write the output row
Next output link
Loop back to While
Next input row

ステージ変数、ループ変数、およびリンク内の列は、パラレル・ジョブ・キャンバスに表示される順番で評
価されます。同様に、出力リンクも表示される順番で評価されます。
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例
出力列仕様に含めると非効率になる構文もあります。その構文を使用する出力列が評価されるたび、毎回構
文も評価されるためです。次に、これらの構文の例を示します。
式の同じ部分が複数の列の出力仕様で使用される。
例えば、出力リンクの複数列で入力列の同じサブストリングを使用すると、次のテストが複数の出
力列仕様で使用されることがあります。
IF (DSLINK1.col1[1,3] = "001") THEN ...

この場合、サブストリング「DSLINK1.col1[1,3]」の評価は、サブストリングを使用する各列で繰り
返されます。これを効率的に行うには、サブストリングの計算をステージ変数に移動します。サブ
ストリングは各入力行ごとに 1 回だけ評価されるようになります。したがってこの例には、
StageVar1 のステージ変数定義があります。
DSLINK1.col1[1,3]

各列の出力仕様は次のテストで開始します。
IF (StageVar1 = "001") THEN ...

さらに改善を加えるには、ストリング比較をステージ変数に移動します。ステージ変数は次のよう
に定義されます。
IF (DSLink1.col1[1,3] = "001") THEN 1 ELSE 0

各列の出力仕様は次のテストで開始します。
IF (StageVar1) THEN

改善された構文では、サブストリング関数評価とストリングの比較の両方が削減されています。
計算に使用される定数が式に含まれている。
例えば、次のように、列定義には定数値を返す関数呼び出しが含まれる場合があります。
Str(" ",20)

この関数はスペース 20 個のストリングを返します。列出力仕様が評価されるたびに関数も評価さ
れます。それよりは、定数値を 1 回だけ計算するようにしたほうが、効率がよくなります。「ス
テージ・プロパティー」ウィンドウの「変数」タブで、ステージ変数に初期値を割り当てることが
できます。初期値は、この式を使用して次のようにセットされます。
Str(" ", 20)

次に、メインのトランスフォーマー・ページ上のステージ変数の出力仕様を空のままにします。ス
テージ変数の初期値は、入力行が処理される前に 1 回評価されます。ステージ変数の出力仕様の
式が空であるため、各入力行に対してステージ変数が再評価が行われることはありません。それま
で関数 Str(" ", 20) を使用していたすべての式を、代わりにステージ変数を使用するように変
更します。
同じ考慮事項が、定数値を生成する式またはその一部に適用されます。例えば、次の式は、2 つの
ストリングを連結します。
"abc" : "def"

abcdef の連結は列出力仕様が評価されるたびに評価されます。式のサブパートが定数であるため、
この場合も、式の定数部分をステージ変数に移動し、初期値設定を使用して、連結の実行を一度で
済ますことができます。
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タイプ変換が必要な式が定数として使用される、または複数の場所で使用される。
例えば、式には次のコードが含まれることがあります。
DSLink1.col1+"1"

この例では、「1」はストリング定数であるため、式が評価されるたびに String から Integer への
変換が必要になります。この解決方法は、定数を String から Integer に変更することです。
DSLink1.col1+1

ただし、DSLINK1.col1 が String フィールドである場合には、式が評価されるたびに変換が必要と
なります。入力列が複数の式で使用されており、それぞれの式で同じタイプ変換が必要であれば、
ステージ変数を使用して変換を 1 回だけ実行したほうがより効率的になります。この例では、
Integer のステージ変数を作成して出力仕様に DSLINK1.col1 を指定し、変換が必要な場合に
DSLINK1.col1 の代わりにステージ変数を使用します。ステージ変数を使用して式の一部を評価す
る場合、ステージ変数のデータ・タイプをコンテキストに応じて正しく設定する必要があります。
そうでない場合、変数が使用されるたびに無駄な変換が必要になります。
ステージ変数の使用に関するアドバイスは、Transformer ステージのループ・ファシリティーを使用する場
合のループ変数にも適用されます。ステージ変数が入力行ごとに一度評価される場合は評価をステージ変数
に追加します。またループ条件が指定されており、ループ変数がループ出力行ごとに一度評価される場合に
は、ループ変数に評価を追加します。

Transformer ステージ・プロパティー
Transformer ステージの処理方法に関する詳細を指定できます。
Transformer ステージの「プロパティー」ダイアログ・ボックスでは、ステージの詳細な動作を指定できま
す。
「Transform ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。Transformer ステージへの入力データの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。Transformer ステージからの出力リンクの詳細を指定します。

Transformer ステージ: 「ステージ」ページ
「ステージ」ページのタブを使用して、さまざまなパラメーターを指定します。
「ステージ」ページには、最多 9 つのタブがあります。
v 「全般」。このタブを使用すると、ステージに関する説明を任意に入力できます。
v 「ステージ変数」。このタブを使用すると、ステージで使用するステージ変数を設定できます。
v 「ループ変数」。 このタブを使用すると、ステージで使用するループ変数を設定できます。
v 「代理キー」。複雑なルックアップおよび更新処理で使用できる代理キーを生成できます。
v 「高度」。このタブを使用すると、ステージの実行方法を指定できます。
v 「リンク順序」。このタブを使用すると、出力リンクが処理される順序を指定できます。
v 「トリガー」。このタブを使用すると、ステージの実行において指定個所で指定のルーチンを実行する
ようにできます。
v 「NLS ロケール」。このタブを使用すると、プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合
規則を決定できます。
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v 「ビルド」。このタブを使用すると、このステージのデフォルトのコンパイラーとリンカー・フラグを
オーバーライドできます。
「ステージ変数」タブについては、 ローカル・ステージ変数の定義に説明があります。「ループ変数」タ
ブについては、 261 ページの『ループ変数の定義』に説明があります。「リンク順序」タブについては、リ
ンク順序の指定に説明があります。
Transformer ステージ: 「全般」タブ:
「全般」ページを使用して、ステージの説明の提供、リジェクト行の警告数の制御、Transformer が処理さ
れていない null を検出した場合の動作の変更を行います。
NULL 値が含まれている行がリジェクトされるたびに、ジョブ・ログに警告が書き込まれます。このメッ
セージの数が多大になる可能性があるため、「最大ログ・リジェクト・メッセージ」オプションを使用して
制限を設定できます。デフォルトでは 1 パーティション当たり 50 メッセージまで許容されますが、この
制限を増減できます。-1 に設定すると、メッセージが無制限に書き込まれます。
「レガシーな NULL 処理」オプションを使用して、プレリリース 8.5 の Null 処理に戻します。リリース
8.5 以前では、入力行内の NULL 値は、その行に何らかの処理が行われる場合には関数呼び出しによって
明示的に処理される必要がありました。そうしないと、NULL を含む行はドロップされました (これは、行
に対する処理が行われず、Transformer を通過して渡される場合には当てはまりません)。 「レガシーな
NULL 処理」オプションを選択しない場合、導出に使用される入力列に NULL があると、NULL として
出力されます。
「未処理の NULL で異常終了」オプションをセットして、Transformer が行内に NULL 値を検出したとき
にジョブを強制的に停止するようにできます。その後、NULL を含む行と列をジョブ・ログから見つける
ことができます。このオプションを「レガシーな NULL 処理」オプションと共に設定すると、出力列の導
出に使用される入力列に、式によって明示的に処理されない NULL が検出されると、ジョブが停止しま
す。「レガシーな NULL 処理」オプションを設定せずに「未処理の NULL で異常終了」オプションを設
定すると、NULL 可能ではない列を NULL に設定するような処理が発生した場合にのみジョブが停止しま
す。
Transformer ステージ: 「代理キー」タブ:
このタブを使用して、代理キーを生成する場合のキー・ソースに関する情報を指定します。代理キーは、複
雑なルックアップおよび更新処理で使用できます。
代理キーを生成し、キー・ソースに関する情報を指定します。キー・ソースは、フラット・ファイルでもデ
ータベース・シーケンスでもかまいません。
NextSurrogateKey 関数を使用する代理キー列の出力仕様を作成する必要があります。
フラット・ファイルを使用して代理キーを生成するには、次のようにします。
1. 「ソース・タイプ」フィールドで、「フラット・ファイル」を選択します。
2. 「ソース名」フィールドで、フラット・ファイルの名前と完全修飾パスを入力するか、または、矢印ボ
タンをクリックして、ファイルを参照するか、あるいは、ジョブ・パラメーターを挿入します。このフ
ァイルは、Transformer ステージを実行するすべてのノードからアクセス可能でなければなりません。
3. 「初期値」フィールドに、数値を入力するか、ジョブ・パラメーターを挿入します。初めてジョブを実
行する場合、その値を使用してキー状況が初期設定されます。以降、ジョブが実行されるたびに、この
初期値は、代理キー生成の開始値となります。指定された値が使用されると、ステージは次に使用可能
な値を使用します。
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4. 「状態ファイルから取得された新規代理キー」領域で、代理キーの取得に使用するブロック・サイズを
指定します。
v ブロック・サイズを手動で設定する場合は「ユーザー指定ブロック・サイズ」を選択し、「キー値」
フィールドに数値を入力します。
v システムで、ジョブの構成に基づいて最良のブロック・サイズを決定するようにする場合は「システ
ム選択ブロック・サイズ」を選択します。システムが選択するブロック・サイズは、通常、状態アク
セスの頻度を低くし、パフォーマンスが向上するように、キー範囲がより広くなります。ただし、キ
ー・シーケンスは、ジョブの次回実行時まで、一時的なギャップがある可能性があります。
データベース・シーケンスを使用して代理キーを生成するには、次のようにします。
1. 「ソース・タイプ」フィールドで、「DB シーケンス」を選択します。
2. 「ソース名」フィールドで、データベース・シーケンスの名前を入力するか、または、矢印ボタンをク
リックして、シーケンスを参照するか、あるいは、ジョブ・パラメーターを挿入します。
3. 「データベース・タイプ」フィールドに、データベースのタイプを選択します。
4. 「ユーザー名」フィールドに、データベース接続に使用するユーザー名を入力します。このフィールド
は、リモート・データベースの場合は必須です。このフィールドをブランクのままにして、ローカル・
データベースを使用する場合、ステージはワークステーション・ログイン・ユーザー名を使用します。
5. 「パスワード」フィールドに、データベース接続に使用するパスワードを入力します。このフィールド
は、リモート・データベースの場合は必須です。このフィールドをブランクのままにして、ローカル・
データベースを使用する場合、ステージはワークステーション・ログイン・パスワードを使用します。
6. 「サーバー名」フィールドに、データベース・サーバーの名前を入力します。
7. データベース・タイプが DB2 の場合、さらに次のステップを実行してください。
a. 「データベース名」フィールドに、データベースの名前を入力します。このフィールドをブランクの
ままにした場合、ステージは、環境変数 APT_DBNAME により指定された名前を使用し、
APT_DBNAME が設定されていない場合は変数 DB2DBDFT により指定された名前を使用します。
b. 「クライアント・インスタンス名」フィールドに、 DB2 クライアント・インスタンスの名前を入力
します。このフィールドは、リモート・データベースの場合は必須です。
c. 「クライアント別名 DB 名」フィールドに、リモート・サーバー上のクライアント別名データベー
スの名前を入力します。このフィールドは、別名データベース名が、サーバー・データベース名と異
なる場合に限って必要となります。
Transformer ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
「高度」タブは、「高度」タブで説明している汎用ステージ・エディターの「高度」タブと同じです。この
タブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約によっ
て処理されます。順次モードでは、データは、コンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
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v 「パーティションの保持」。デフォルトでは「伝搬」が設定されます。直前のステージの設定に従い、
パーティションを設定またはクリアします。「設定」または「クリア」も選択できます。「設定」を選
択すると、次のステージは、パーティションを現状のまま保持するようこのステージから要求されま
す。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
Transformer ステージ: 「トリガー」タブ:
「トリガー」タブにより、ジョブの中の Transformer ステージの実行時に、特定の実行ポイントで実行され
るルーチンを選択することができます。
ジョブの中の Transformer ステージの実行時に、特定の実行ポイントで実行されるルーチンを、選択するこ
とができます。実行ポイントはインスタンスごとにあります。つまり、1 つのジョブで 2 つの Transformer
ステージ・インスタンスがパラレルで実行される場合、ルーチンはインスタンスごとに 1 度ずつ、合計 2
度呼び出されます。
利用できる実行ポイントは、「ステージ前」と「ステージ後」です。このリリースの組み込みルーチンは、
SetCustomSummaryInfo のみです。カスタム・ルーチンが実行されるように定義することもできます。その
ためには、C 関数を定義して、 UNIX 共有ライブラリーで利用できるようにした後、その C 関数を呼び
出すパラレル・ルーチンを定義します (パラレル・ルーチンの定義に関する詳細は、「InfoSphere DataStage
デザイナー・クライアント・ガイド」を参照してください)。この関数では値が返されないことに注意して
ください。
SetCustomSummaryInfo はレポート情報の収集に使用されます。この情報は作成される XML レポートに含
まれており、次のような複数の方式を使用して検索できます。
v DSMakeJobReport API 関数。
v DSJob -Report コマンド・ライン・コマンド
v ジョブ後処理サブルーチンとして使用される DSJobReport
SetCustomSummaryInfo によって集められる情報項目はそれぞれ、変数名、説明、値として保管されます。
これらは、「トリガー」タブのグリッドに引数として表示されます (「引数 1」に変数名、「引数 2」に説
明、「引数 3」に値が表示されます)。式エディターを使用して、引数に値を指定することができます。ジ
ョブ・パラメーターとステージ変数を使用できますが、列のようにステージの実行中にのみ利用可能なデー
タにはアクセスできません。
Transformer ステージ: 「NLS ロケール」タブ:
Transformer ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示
されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したり
できます。
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ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Transformer ステージは、
式を評価するときにこれを使用します。例えば、「if ustring1 > ustring2」などの式の評価に作用します。
リストからロケールを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用す
るか、または、照合ファイルを参照して指定します。
Transformer ステージ: 「ビルド」タブ:
このタブでは、ジョブまたはプロジェクトに設定されているコンパイラーとリンカー・フラグを上書きでき
ます。
このタブで指定するフラグは、このステージだけに有効です。使用可能なフラグは、プラットフォームおよ
びコンパイラーによって異なります。

Transformer ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、Transformer ステージに入力されるデータの詳細を指定できます。Transformer ステー
ジに設定できる入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、Transformer ステージに入力されるデータの詳細を指定できます。Transformer ステー
ジに設定できる入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、入力
データをパーティション化する方法を指定できます。このタブは、「パーティション」タブで説明している
汎用ステージ・エディターの「パーティション」タブと同じです。「高度」タブでは、入力リンクのデフォ
ルトのバッファリング設定を変更できます。
Transformer ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、Transformer ステージへの入力時に入力データをパーティション化または収
集する方法の詳細を指定できます。また、そのデータが入力時にソートされるように指定することもできま
す。
デフォルトでは、Transformer ステージは入力データのパーティションを維持しようとします。それができ
ない場合は、ジョブ内の前のステージの指示に従いながら独自のパーティション方式を使用します。
Transformer ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフ
ォルトのコレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Transformer ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ド
ロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行パ
ーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Transformer ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行さ
れている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定
することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
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次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが
Transformer ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これが Transformer ステージのデフォルト方式です。通常、「自動」モードを使用している
場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その行を読み
取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートするように指定することもで
きます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパーティショ
ン化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを収集する場合、
ソートは収集の前に実行されます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティション方式によって異
なります。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
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v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Transformer ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページには、「全般」タブがあり、そこで Transformer ステージの各出力リンクの説明をオプショ
ンで入力できます。
また、各リンクのランタイム列伝搬を有効にするスイッチもあります。有効にすると、データが入力リンク
から自動的に伝搬され、出力リンクのメタデータを指定する必要がなくなります (ランタイム列伝搬を参照
してください)。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。

Transformer ステージのための予約語
特定の用語は、 Transformer ステージが内部で使用するために予約されています。これらの用語を
Transformer ステージの出力仕様として使用すると、エラーが発生する可能性があります。
また、既存の関数名をフィールド名や並列関数に使用するのは避けてください。既存の関数名をこの用途で
使用すると、エラーが発生する可能性があります。例えば、CurrentDate 関数は、Transformer ステージで
使用するために予約されています。フィールド名や並列関数に CurrentDate という名前を付けると、エラ
ーが発生する可能性があります。
既存の関数の名前は、『パラレル変換処理関数』にリストされています。
表 22. Transformer ステージのための予約語
英字

予約語

A

ABORTONNULL
APT_LUTTABLE

B

BREAK

C

CASE
CI
COMPLETERECORD
CONTINUE
CS
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表 22. Transformer ステージのための予約語 (続き)
英字

予約語

D

DATE
DECIMAL
DFLOAT
DISABLESHARING
DO
DROP
DROPRECORD

E

ELSE
ENABLESHARING
EXTERN

F

FASTNAME
FILESET
FILESETNAME
FINISH
FOR
FUNCTION

G

GLOBAL

I

IF
INPUTNAME
INT8
INT16
INT64
INITIALIZE
INSENSITIVE

K

KEEP
KEY

M

MAINLOOP
MAXREJECTLOGS

O

OUTPUTNAME

P

PARAM
PARTIALRECORD
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表 22. Transformer ステージのための予約語 (続き)
英字

予約語

R

RANGE
RAWRECORD
REJECT
REJECTINFO
REJECTNAME
REJECTRECORD
RETURN

S

SAVE
SENSITIVE
SFLOAT
STRING
SUBARGS

T

TABLE
TABLENAME
TABLENUMBER
TIME
TIMESTAMP

U

UINT8
UINT16
UINT64
UNSORTED
UPDATABLE
USTRING

V

VALUE
VOID

W

WHILE
WRITERECORD
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BASIC Transformer ステージ
BASIC Transformer ステージは処理ステージの 1 つで、トランスフォーマー・ショートカット・コンテナ
ーにあるツール・パレットの処理カテゴリーに表示されます。このステージを使用して、BASIC の変換処
理や関数にアクセスできます。
BASIC Transformer ステージは処理ステージです。これはトランスフォーマー・ショートカット・コンテナ
ーにあるツール・パレットの処理カテゴリーに表示されます。
BASIC Transformer ステージは、 245 ページの『Transformer ステージ』で説明している Transformer ステ
ージと外観や機能が似ています。このステージを使用して、BASIC の変換処理や関数にアクセスできます
(BASIC は、サーバー・エンジンでサポートされる言語であり、サーバー・ジョブで使用できます)。使用
可能な BASIC の関数の説明については、「InfoSphere DataStage サーバー・ジョブ開発者ガイド」を参照
してください。
SMP システム上でのみ BASIC Transformer ステージを使用できます (MPP またはクラスター・システム
では使用できません)。
注: BASIC Transformer が組み込まれたジョブの実行中に問題が発生する場合は、DataStage アドミニスト
レーター環境変数」ダイアログ・ボックスの「パラレル」「オペレーター指定」カテゴリーで
DSIPC_OPEN_TIMEOUT 環境変数の値を大きくしてください (「InfoSphere DataStage アドミニストレータ
ー・クライアント・ガイド」を参照してください)。
BASIC Transformer ステージには、1 つの入力とさまざまな出力を設定できます。

BASIC Transformer ステージ: ファースト・パス
このセクションでは BASIC Transformer ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
BASIC Transformer ステージを機能させるための必要最小限の手順を説明します。InfoSphere DataStage に
は、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意さ
れています。このセクションでは基本的な方式を説明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショー
トカットがあるかが分かってきます。
v 左のペインでは、次のことをします。
– 列メタデータが定義されていることを確認します。
v 右のペインでは、次のことをします。
– 各出力リンクに列メタデータが定義されていることを確認します。列を入力リンクからドラッグする
と、簡単に確認できます。
– 出力列のそれぞれに出力仕様を定義します。入力列からの順序どおりのマッピングのままにするか、
出力の前にデータを変換処理する式を明示的に指定します。
– オプションで各出力リンクに制約を指定します。入力行はこの式を満たさなければ、リンクから出力
されません。どのリンクでも出力されない行は、「その他」リンクから出力できます。
– オプションで 1 つ以上のステージ変数を指定します。この方式によって、出力列の出力仕様で再利用
可能な式を定義できます (ステージ変数はそのステージ内でのみ表示されます)。
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BASIC Transformer エディター・コンポーネント
BASIC Transformer エディターには次のコンポーネントがあります。
BASIC Transformer エディターには次のコンポーネントがあります。

BASIC Transformer ステージ: ツールバー
BASIC Transformer ステージのツールバーには、いくつかのボタンが含まれています。例えば、ステージ・
プロパティー、制約、すべて表示、切り取り、コピーなどのボタンがあります。
トランスフォーマー・エディター・ツールバーには、次のボタンが含まれます (左から右の順)。
v ステージ・プロパティー
v 制約
v すべて表示
v ステージ変数表示/非表示
v 切り取り
v コピー
v 貼り付け
v 検索/置換
v 列定義のロード
v 列定義の保存
v 列自動マッチング
v 入力リンク実行順序
v 出力リンク実行順序

BASIC Transformer ステージ: リンク領域
画面上部のリンク領域には、BASIC Transformer ステージに接続されるリンクが表示され、それぞれのリン
クの列と、各列間の関係が示されます。
リンク領域では、すべての列定義およびステージ変数が定義されます。
このリンク領域は 2 つのペインに分割されています。ペインの間のスプリッター・バーをドラッグしてペ
インをサイズ変更できます。また、水平スクロール・バーもあり、表示を左右にスクロールできます。
左のペインは入力リンク、右のペインは出力リンクを表示します。出力仕様が定義されていない出力列は、
赤色で表示されます。
トランスフォーマー・エディター内では、一度に 1 つのリンクを選択できます。選択した場合、リンクの
タイトル・バーが強調表示され、矢印が選択した列を示します。

BASIC Transformer ステージ: メタデータ領域
BASIC Transformer ステージの場合、下部領域がメタデータ領域で、左右 2 つのペインに分割されていま
す。左のペインに入力リンクのメタデータが表示され、右のペインに出力リンクのメタデータが表示されま
す。
各リンクのメタデータは、タブ付きページにグリッドで表示されます。タブをクリックすると、必要なリン
クが前面に表示されます。リンクはリンク領域でも選択できます。
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リンク領域でリンクを選択すると、そのメタデータのタブが自動的に前面に表示されます。
グリッドを編集して、リンクの列メタデータを変更できます。メタデータの追加や削除も可能です。

BASIC Transformer ステージ: ショートカット・メニュー
リンク領域のリンクを右クリックすると、BASIC Transformer エディターのショートカット・メニューが表
示されます。
右クリックして表示されるメニューは、入力リンク、出力リンク、ステージ変数でそれぞれ多少異なりま
す。入力リンクのメニューでは、入力列の処理ができます。出力リンクのメニューでは、出力列と出力仕様
の処理ができます。ステージ変数のメニューでは、ステージ変数の処理ができます。
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージのプロパティーあるいはリンク
のプロパティーを指定する。
v 「制約」ダイアログ・ボックスを開いて、制約を指定する (出力リンクでのみ利用可能)。
v 「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開く。
v 「検索/置換」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 「選択」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 出力仕様またはステージ変数を編集、検証、またはクリアする。
v 1 回の処理で複数の出力仕様を編集する。
v 選択したリンクに新しい列またはステージ変数を追加する。
v リンクのすべての列を選択する。
v 列またはステージ変数を挿入、削除する。
v 列、キー式、出力仕様、ステージ変数を切り取る、コピーする、または貼り付ける。
リンク領域の背景部分でメニューを表示した場合は、次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージのプロパティーあるいはリンク
のプロパティーを指定する。
v 「制約」ダイアログ・ボックスを開いて、選択した出力リンクの制約を指定する。
v 「リンク実行順序」ダイアログ・ボックスを開いて、リンクを処理する順序を指定する。
v すべてのリンクのリンク関係を表示するか、選択されているリンクのみのリンク関係を表示するかを切
り替える。
v ステージ変数の表示と非表示を切り替える。
トランスフォーマー・エディターのメタデータ領域を右クリックすると、ショートカット・メニューを編集
する標準グリッドが開きます。

BASIC Transformer ステージの基本概念
Transformer ステージの使用に関する基本概念の一部について学習します。
Transformer ステージを最初に編集するときは、入力リンクでステージに入力されるデータが既に定義され
ているはずです。トランスフォーマー・エディターを使用して、ステージによって出力されるデータ、およ
びデータの変換処理方法を定義します。 (必要な場合、トランスフォーマー・エディターを使用して入力デ
ータを定義できます。)
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このセクションでは、Transformer ステージの使用に関する基本概念の一部について説明します。

BASIC Transformer ステージ: 入力リンク
入力データ・ソースは入力リンクを経由して BASIC Transformer ステージに結合されます。
入力データ・ソースは入力リンクを経由して BASIC Transformer ステージに結合されます。

BASIC Transformer ステージ: 出力リンク
BASIC Transformer ステージからの出力リンクを指定できます。出力リンクの変換処理時の方法、出力仕様
の詳細、および出力リンクでの制約を指定できます。
Transformer ステージからの複数の出力リンクを設定できます。
一部のデータは変更しないで BASIC Transformer ステージをパススルーさせることがあっても、たいてい
は、入力列からのデータを BASIC Transformer ステージから出力する前にデータの変換処理が必要になり
ます。
そのような処理は、式を入力するか、データに適用する変換処理を選択することで指定できます。
InfoSphere DataStage には多くの組み込み変換処理が用意されていますが、ユーザーがカスタム変換処理を
独自に定義することもできます。カスタム変換処理はリポジトリーに保管して、必要に応じて再利用できま
す。
出力リンク列のソースは、トランスフォーマー・エディターでその列の「出力仕様」セルに定義します。式
エディターを使用して、このセルに式または変換処理を入力できます。また、BASIC Transformer ステージ
でデータをパススルーする場合は、単純に入力列を出力列の「出力仕様」セルにドラッグできます。
個々の出力列の出力仕様の詳細を指定することに加えて、出力リンク全体に作用する制約を指定することも
できます。制約は、出力リンクに渡される前にデータが満たす必要のある基準を指定する BASIC 式です。
他のリンクで出力されないすべてのデータ (すなわち基準を満たさない列) を取得する出力リンクとして、
リジェクト・リンクも指定できます。
各出力リンクが順番に処理されます。出力条件式が入力行に対して真と評価されると、データ行がリンクに
出力されます。また、出力条件式が入力行に対して偽と評価されると、データ行はリンクに出力されませ
ん。
各リンクの制約式は互いに独立して機能します。複数の出力リンクがある場合、入力行によっては複数また
は全部の出力リンクからデータ行が出力される場合もあれば、どの出力リンクからもデータ行が出力されな
い場合もあります。
例えば、ペイント・ショップからのデータを考えた場合、データは複数の異なる色に関する情報を格納して
います。色別に出力ファイルを分割する必要がある場合、複数の制約を設定します。例えば、緑と青のペイ
ントに関する情報は LinkA に、赤と黄のペイントに関する情報は LinkB に、黒のペイントに関する情報
は LinkC に出力するよう設定できます。
黄のペイントに関する情報が入った行が入力されると、LinkA の制約式は偽と評価されるため、この行は
LinkA には出力されません。しかし、この入力データは LinkB の制約条件は満たしているため、行は
LinkB に出力されます。
白のペイントに関する情報が入った入力データの場合は、どの制約も満たさないため、データ行はリンク
A、B、C どれにも出力されず、リジェクト・リンクに出力されます。このリジェクト・リンクは、他のど

第 6 章 データ処理

289

のリンクにも出力されない行を「すべて取得する」表またはファイルに、データを送るために使用されま
す。これらのリジェクトを格納するファイルまたは表は、ジョブ・デザイン内の他のステージで表されま
す。

BASIC Transformer ステージ: ステージ前処理ルーチンとステージ後処理ルーチン
BASIC Transfer ステージでは、ステージでデータが処理される前、または後に実行されるルーチンを指定
できます。
ステージでデータが処理される前、またはあとに実行されるルーチンを指定できます。例えば、ステージ前
処理ルーチンを使用して、処理を開始する前にデータを準備できます。またステージ後処理ルーチンを使用
して、ステージが完了したときに電子メッセージを送信できます。

BASIC Transformer ステージの編集
BASIC Transformer ステージの編集に使用できるさまざまなオプションを指定します。

このタスクについて
トランスフォーマー・エディターを使用して、BASIC Transformer ステージで次の処理を行うことができま
す。
v リンク上に新しい列を作成する。
v リンク内から列を削除する。
v リンク内で列を移動する。
v 列メタデータを編集する。
v 出力列の出力仕様を定義する。
v ステージ前処理、ステージ後処理サブルーチンを指定する。
v リンクの制約を定義し、リジェクトを処理する。
v リンクが処理される順番を指定する。
v ローカル・ステージ変数を定義する。

ドラッグ・アンド・ドロップの使用
多くの BASIC Transformer ステージの編集は、トランスフォーマー・エディターのドラッグ・アンド・ド
ロップ機能を使用すると簡単に行うことができます。

このタスクについて
任意のリンク間で列をドラッグできます。一般的な使用法は次のとおりです。
v 出力リンクへの入力列のコピー
v リンク内での列の移動
v 出力リンクの出力仕様のコピー

手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。ターゲットのリンクに挿入ポインターが表示され、新し
いセルを挿入する場所を示します。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。
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タスクの結果
複数の列や出力仕様をドラッグできます。標準のエクスプローラー・キーを使用してソース列のセルをいく
つか選択し、その後は 1 つのセルの場合と同様に実行します。
リンクのタイトルをドラッグすると、列のセット全体をドラッグできます。
Ctrl キーを押したまま列をドラッグすることで、既存の出力仕様の最後に列を追加できます。

検索と置換機能
Transformer ステージでは、列の検索/置換機能を使用して特定の列または式を見つけ、それを変更すること
ができます。

このタスクについて
複数の列を格納する入力リンクや出力リンクが BASIC Transformer ステージに複数あるような、複雑なジ
ョブで作業をしている場合、列の検索/置換機能を使用して特定の列や式を検索し、変更できます。
検索/置換機能で次のことができます。
v 列名の検索と置換
v 式テキストの検索と置換
v 次の空の式の検索
v 次にエラーを含む式の検索
検索/置換機能を使用するには、次のいずれかを行います。
v ツールバーの「検索/置換」ボタンをクリックします。
v リンクのショートカット・メニューから「検索/置換」を選択します。
v Ctrl-F を押します。
「検索と置換」ダイアログ・ボックスが表示されます。これには、次の 3 つのタブがあります。
v 「式テキスト」。式の中の特定のストリングのオカレンスを見つけ、必要な場合は置換できます。上下
方向に検索ができ、大/小文字の区別、文字列の完全一致、またはそのどちらも指定しない検索を選択で
きます。式の中の特定ストリングのすべてのオカレンスを置換するようにも選択できます。
v 「列名」。特定の列を検索し、必要であればその名前を変更できます。上下方向に検索ができ、大/小文
字の区別、文字列の完全一致、またはそのどちらも指定しない検索を選択できます。
v 「式タイプ」。次の空の式、あるいは、エラーが含まれる次の式を検索できます。次の空の式を検索す
るには Ctrl-M を押し、次にエラーが含まれる式を検索するには、Ctrl-N を押します。
注: 検索と置換の結果は、「ツール」 > 「オプション」 で指定した色で表示されます。
F3 を押せば、「検索と置換」ダイアログ・ボックスを開かずに最後の検索を反復できます。

選択機能
作業中のジョブが複雑であり、複数の列を含む入力リンクや出力リンクが Transformer ステージにいくつか
存在しているような場合は、複数の列を選択する機能を使用します。この機能は、特定のパラレル・ジョ
ブ・ステージの「マッピング」タブでも利用できます。
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このタスクについて
選択機能では、次のことができます。
v 指定されたテキストと一致するテキストを含む式を持つ、すべての列/ステージ変数の選択。
v 指定されたテキストを含む名前を持つ (さらにオプションで、指定されたタイプに一致する)、すべての
列/ステージ変数の選択。
v 特定のデータ・タイプを持つすべての列/ステージ変数の選択。
v 不足の式または無効な式を持つすべての列の選択。
選択機能を使用するには、リンクのショートカット・メニューから「選択」を選択します。「選択」ダイア
ログ・ボックスが表示されます。これには、次の 3 つのタブがあります。
v 「式テキスト」。「式テキスト」タブを使用すると、指定されたテキストと一致するテキストを含む式
を持つ、すべての列/ステージ変数を選択できます。指定されたテキストは、「大/小文字の区別」設定を
考慮に入れた単純なテキスト・マッチングに使用されます。
v 「列名」。「列名」タブを使用すると、指定されたテキストを含む名前を持つ、すべての列/ステージ変
数を選択できます。さらに「データ・タイプ」ドロップダウン・リストがあり、選択した列を特定のデ
ータ・タイプで絞り込めます。「データ・タイプ」ドロップダウン・リストを自在に使用して、特定の
データ・タイプの列をすべて選択できます。例えば、テキスト・フィールドをブランクのままにして、
データ・タイプにストリングを選択すると、すべてのストリング列を選択できます。リストのデータ・
タイプは汎用データ・タイプであり、列の SQL データ・タイプは、それぞれ汎用タイプのいずれかに属
しています。
v 「式タイプ」。「式タイプ」タブを使用して、式が空であるか、または式が無効である列をすべて選択
することができます。

列の作成と削除
さまざまな方法で、列の作成と削除を行うことができます。

このタスクについて
BASIC Transformer ステージへのリンクの列は、次のいずれかの方式を使用して作成できます。
v リンクを選択し、次にツールバーの「列定義のロード」ボタンをクリックして標準のロード列ダイアロ
グ・ボックスを開きます。
v ドラッグ・アンド・ドロップまたはコピー・アンド・ペースト機能を使用して、他のリンクの既存の列
をコピーして新しい列を作成します。
v ショートカット・メニューを使用して新しい列定義を作成します。
v リンクのメタデータ・タブのグリッドを編集して、新しい列を挿入します。
列をコピーすると、新しい列は、コピー元の列と同じメタデータを使用して作成されます。
トランスフォーマー・エディター内から列を削除するには、削除する列を選び、「切り取り」ボタンをクリ
ックするか、または、ショートカット・メニューから「列の削除」を選択します。

リンク内での列の移動
Transformer ステージでは、ドラッグ・アンド・ドロップまたはカット・アンド・ペーストの機能を使用し
て、リンク内で列を移動できます。
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このタスクについて
ドラッグ・アンド・ドロップまたはカット・アンド・ペーストの機能を使用して、リンク内で列を移動しま
す。移動する列を選択して新しい場所にドラッグするか、または、切り取って新しい場所に貼り付けます。

列メタデータ編集
トランスフォーマー・エディターの下部にあるグリッド内から列メタデータを編集できます。

このタスクについて
トランスフォーマー・エディターの下部にあるグリッド内から列メタデータを編集します。編集するリン
ク・メタデータのタブを選択し、 InfoSphere DataStage の標準の編集グリッド制御を使用します。
表示されたメタデータは、列の出力仕様を含んでいません。これらはリンク領域で編集されます。

出力列の出力仕様の定義
次の 5 つの方法によって、トランスフォーマー・エディター内から出力列の出力仕様を定義できます。

このタスクについて
次のいずれかの方法を選択し、トランスフォーマー・エディター内から出力列の出力仕様を定義します。
v 新しい出力列を入力列から直接取得し、変換処理を実行しないようにするためには、ドラッグ・アン
ド・ドロップ、または、コピー・アンド・ペーストを使用して入力列を出力リンクに貼り付けます。出
力列は取得した入力列と同じ名前になります。
v 出力列が既に存在する場合は、入力列を出力列の「出力仕様」フィールドにドラッグ、あるいは、コピ
ーすることができます。これによって、列が直接入力列から取得され、変換処理は実行されません。
v 列自動マッチング機能を使用して、出力列を、一致する入力列から取得するように自動的に設定できま
す。
v ある出力リンク列の出力仕様を他の出力リンク列の出力仕様と同じにしたい場合があります。この場
合、ドラッグ・アンド・ドロップ、または、コピー・アンド・ペーストを使用して出力仕様セルを 1 つ
の列から他の列に貼り付けることができます。
v 多くの場合、出力列を取得する前にデータを変換処理する必要があります。こうした目的のため、式エ
ディターを使用できます。式エディターを表示するには、必要な出力リンクの列の「出力仕様」セルを
ダブルクリックします。 (ショートカット・メニューまたはショートカット・キーを使用して式エディタ
ーを起動することもできます。)
出力仕様が赤色 (または「ツール」 > 「オプション」で定義した色) で表示された場合、トランスフォー
マー・エディターがその仕様を正しくないと判断したことを意味します。(場合によっては、これは、単に
出力仕様がサーバー・エンジンの厳格な使用パターン・ルールを満たさなかったことを示し、実際には正常
に機能することもあります。)
入力リンク列を含む出力仕様が出力リンク列に定義されると、入力列と出力列の間に関係の線が引かれま
す。これは単純な例です。関係として列に入る線や列から出る線が複数表示される場合もあります。ツール
バーのボタンを使用して、すべてのリンクの関係を表示するか、または、選択したリンクの関係を表示する
かのいずれかを選択できます。
列自動マッチング機能:
出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から取得して、自動的に設定することができます。
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このタスクについて
これは、出力リンクの列を入力リンク上の一致する列から取得するように自動的に設定することができる、
時間の節約になる機能です。この機能を使用すると、すべての出力リンクの出力仕様に、対応する入力列か
らデータを送るように設定することができます。その後、個別の出力リンク列で異なる出力仕様を使用した
い場合は、それぞれの出力リンクに戻って、編集することができます。
手順
1. 次のいずれかを行います。
v トランスフォーマー・エディターのツールバーで「自動マッチング」ボタンをクリックします。
v 入力リンクのヘッダーまたは出力リンクのヘッダーのショートカット・メニューから「自動マッチン
グ」を選択します。
「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. ドロップダウン・リストから、列をマッチングさせる入力リンクと出力リンクを選択します。
3. 「マッチング・タイプ」領域の「位置マッチング」または「名前の一致」をクリックします。
「位置マッチング」を選択した場合、出力列の出力仕様には、対応する位置の入力リンク列が設定され
ます。入力リンクの最初の列が出力リンクの最初の列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
4. 「OK」をクリックして、自動マッチングを実行します。
注: 自動マッチングでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプ
が非互換でも、出力仕様は設定されます。

複数の出力仕様の編集
Transformer ステージでは、複数の出力列またはステージ変数の出力仕様を編集できます。

このタスクについて
複数の出力列またはステージ変数の出力仕様を編集するには、ショートカット・メニューで「出力仕様の置
換...」を選択します。「式の置換」ダイアログ・ボックスが開きます。
「式の置換」ダイアログ・ボックスでは、リンク内の現在選択されているすべての列の式に同じ変更を行う
ことができます。例えば、リンク内のすべてのストリング出力列の式に trim() 関数の呼び出しを追加する
には、次の 2 つの手順を実行します。最初に、「選択」ダイアログを使用して、すべてのストリング出力
列を選択します。次に、「式の置換」ダイアログを使用して、選択した列の既存の式の各値に trim() 関数
の呼び出しを適用します。
置換する方法として、「全置換」および「部分置換」のどちらかを選択できます。
全置換:
このオプションを選択すると、各列の既存の式全体が特定の置換値で置き換えられます。
このタスクについて
置換値には完全に新しい値を指定できますが、通常は元の式の値に基づいた値を指定します。置換値を指定
するときに「$1」を使用して、列の式の既存の値を新しい値に含めることができます。既存の値は何度でも
含めることができます。
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例えば、現在選択されている列セットの各式に trim() 呼び出しを追加するときは、必要な列を選択した状
態で、次の手順を使用します。
手順
1. 「全置換」オプションを選択します。
2. 次の置換値を入力します。
trim($1)

3. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
列の元の式は次のとおりでした。
DSLink3.col1

この式を次の式で置換します。
trim(DSLink3.col1)

置換は、選択された各列の式に適用されます。
実際のテキスト $1 を式に含める必要がある場合は、「$$1」として入力してください。
部分置換:
このオプションを選択すると、選択した各式の全置換ではなく一部分のみが置換されます。置換する式の部
分は、「正規表現」との突き合わせで指定します。
このタスクについて
指定した「正規表現」が式ストリングの複数の部分に一致することもありえます。「すべてのオカレンスを
置換」を選択すると、一致した各オカレンスが、指定した置換値で更新されます。これが選択されていない
場合は、最初のオカレンスのみが置換されます。
式の一部を更新するための置換値に、元の式の置換対象部分を含めることができます。その場合には、「正
規表現」の値を丸括弧で囲んで指定する必要があります。置換値の中の「$1」は、突き合わせに使用するテ
キストを表すようになります。正規表現を丸括弧で囲まないと、「$1」は単純にテキスト「$1」として扱わ
れます。
複雑な「正規表現」を使用する場合は、「正規表現」のテキスト全体ではなくテキストのサブセットを丸括
弧で囲むことができます。この場合も、オリジナルの式で一致した部分は全体が置換されますが、「$1」や
「$2」などを使用して、指定した正規表現の括弧で囲まれた各一致部分を参照させることができます。
式の「部分置換」の例を次に示します。
選択された列セットに、「DSLink3」からの入力列を使用する出力仕様が含まれているとします。出力仕様
の 2 つが次のようになっています。
DSLink3.OrderCount + 1
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

入力列に NULL 値を使用しないで、NULL の代わりにゼロ値が使われるように設定します。次の手順で行
います。

第 6 章 データ処理

295

手順
1. 式を置換したい列を選択します。
2. 「部分置換」オプションを選択します。
3. 次の正規表現値を指定します。
(DSLink3¥.[a-z,A-Z,0-9]*)

4. 次の置換値を指定します。
NullToZero($1)

5. 「OK」をクリックして、選択した列出力仕様のすべてにこれを適用します。
タスクの結果
上に示した例から、
DSLink3.OrderCount + 1

は、次のようになります。
NullToZero(DSLink3.OrderCount) + 1

また、
If (DSLink3.Total > 0) Then DSLink3.Total Else -1

は、次のようになります。
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0) Then DSLink3.Total Else -1

「すべてのオカレンスを置換」オプションを選択している場合、2 番目の式は次のようになります。
If (NullToZero(DSLink3.Total) > 0)
Then NullToZero(DSLink3.Total)
Else -1

置換値には、任意の形式の式ストリングを指定できます。例えば、上記のケースでは、置換値は次のように
なります。
(If (StageVar1 > 50000) Then $1 Else ($1 + 100))

最初の例の場合、
DSLink3.OrderCount + 1

は、次のようになります。
(If (StageVar1 > 50000) Then DSLink3.OrderCount
Else (DSLink3.OrderCount + 100)) + 1

ステージ前処理とステージ後処理サブルーチンの指定
ステージでデータが処理される前または後に実行される、ステージ前処理とステージ後処理のサブルーチン
を指定できます。

このタスクについて
ステージがデータを処理する前、または後に実行させる BASIC ルーチンを指定することができます。
ルーチンを指定するには、ツールバーの「ステージ・プロパティー」ボタンをクリックして、「ステージ・
プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
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「全般」タブに、次のフィールドがあります。
v 「ステージ前処理サブルーチン」および「入力値」。ステージがデータの処理を開始する前に実行させ
るサブルーチンの名前 (および値) を含みます。
v 「ステージ後処理サブルーチン」および「入力値」。ステージがデータの処理を完了した後に実行させ
るサブルーチンの名前 (および値) を含みます。
ドロップダウン・リスト・ボックスからルーチンを選択します。このリスト・ボックスには、リポジトリー
の「ルーチン」ブランチで「前/後処理サブルーチン」として定義されているすべての作成済みルーチンが
入っています。「入力値」フィールドに、ルーチンの入力引数として適切な値を入力します。
リポジトリーに定義されているルーチンで、編集済みだがコンパイルされていないルーチンを選択すると、
「Transformer ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じるときに、ルーチンをコンパイルするよう指示す
る警告メッセージが表示されます。
ジョブをインストールまたはインポートした場合に、「ステージ前処理サブルーチン」または「ステージ後
処理サブルーチン」フィールドに、システムに存在しないルーチンが示されていることがあります。このよ
うな場合に、ダイアログ・ボックスを閉じるときに警告メッセージが表示されます。不足しているルーチン
をインストールまたはインポートするか、別のルーチンを選択して使用してください。
ルーチンのリターン・コード 0 は、正常に実行されたことを示します。これ以外のコードはすべて異常を
示し、ジョブの実行時に致命的エラーが発生します。

リンクの制約の定義とリジェクト・リンクの処理
制約を定義して出力データの制限を定義できます。リジェクト・リンクも指定できます。

このタスクについて
制約条件を指定して出力データに対する制限を定義できます。制約は式です。Transformer ステージから各
出力リンクに対する制約を指定できます。また、特定のリンクをリジェクト・リンクとして機能するように
指定できます。リジェクト・リンクからは、制約に適合しなかったり書き込みに失敗したりしたために、
Transformer ステージのどの出力リンクにも書き込まれなかった行が出力されます。
制約の定義、または、「その他」リンクの指定を行うには、次のいずれかを実行します。
v 出力リンクを選択し、「制約」ボタンをクリックします。
v 出力リンクの「制約」入力フィールドをダブルクリックします。
v 背景またはヘッダーのショートカット・メニューから「制約」を選択します。
ダイアログ・ボックスが表示され、トランスフォーマーの出力リンクの制約を定義したり、リンクをリジェ
クト・リンクとして定義したりできます。
リンクの「制約」フィールドに式を入力して制約を定義します。すると、トランスフォーマー・エディター
のリンクのタイトル・バーの下に何らかの制約が表示されます。この制約式は、実行時に行データに対して
チェックされます。データが制約を満たさない場合、行はリンクに書き込まれません。前のリンクからリジ
ェクトされた行をキャッチできるようにリンクを定義することも可能です。
リジェクト・リンクを定義するには、「リジェクト行」フィールドで「はい」を選択し、「制約」フィール
ドで次のように設定します。
v 特定の出力リンクでリジェクトされた行をキャッチするために、「制約」フィールドに
「linkname.REJECTED」を設定します。 これは、行のリジェクトの原因が、出力リンクの制約に一致し
ない場合でも、あるいは、ターゲットに対する書き込み処理の失敗でも、linkname のリンクで行がリジ
第 6 章 データ処理

297

ェクトされるたびに設定されます。こうした「その他」リンクは、キャッチするリジェクト行の元の出
力リンクよりも後ろに 設定する必要があることに注意してください。
v 出力リンクで書き込みに失敗した行をキャッチするには、「制約」フィールドを
「linkname.REJECTEDCODE」に設定します。「linkname.REJECTEDCODE」の値は、書き込みの失敗が
原因で行がリジェクトされた場合はゼロ以外、リンク制約に適合しなかったためにリジェクトされた場
合は 0 (DSE.NOERROR) になります。「制約」フィールドを編集する際、式エディターで「リンク変
数」>「定数...」メニュー・オプションを選択することで、 linkname.REJECTEDCODE の戻り値を設定で
きます。このオプションを使用してエラーの範囲を指定しますが、ほとんどの書き込みエラーでは
DSE.WRITERROR が返されることに注意してください。
書き込み失敗の場合と制約に適合しなかった場合を区別するリジェクト制約を設定するには、
linkname.REJECTEDCODE と linkname.REJECTED の両フラグを組み合わせて使用します。例を示しま
す。
– 出力リンクへの書き込みに失敗した行をキャッチするには、「制約」フィールドを
「linkname.REJECTEDCODE」に設定します。
– 出力リンクの制約に一致しない行をキャッチするには、「制約」フィールドを
「linkname.REJECTEDCODE = DSE.NOERROR AND linkname.REJECTED」に設定します。
– 制約に一致しない、または書き込みエラーが原因でリジェクトされた行をキャッチするには、「制
約」フィールドを「linkname.REJECTED」に設定します。
v 「すべてをキャッチする」リンクとして、「制約」フィールドをブランクのままにします。これは、こ
の「その他」リンクまでに処理されたすべての 出力リンクで書き込みが正常に行われなかったすべての
行をこの「その他」リンクでキャッチすることを意味します。したがって、この「その他」リンクは定
義した処理順序の最後のリンクにする必要があります。
v 他に任意の「制約」を定義できます。この場合、そのリンクに書き込まれた行 (制約を満たす行) の数
が、「リジェクト行」としてジョブ・ログに記録されます。
注: 「すべてをキャッチする」は、上に説明したような性質を持つため、「制約」フィールドをブランク
にするリジェクト・リンクは 1 つのみにする必要があります。複数のリジェクト・リンクを使用するに
は、最初の事例で説明したように「linkname.REJECTED」フラグを使用して定義する必要があります。

リンク順序の指定
リンクが特定の順序となるように指定できます。

このタスクについて
行が処理される出力リンクの順序を指定できます。リンクの初期の順序は、リンクがステージに追加された
順序です。

手順
1. 次のいずれかを行います。
v トランスフォーマー・エディターのツールバーで、「出力リンク実行順序」ボタンをクリックしま
す。
v 背景のショートカット・メニューから「出力リンクの順序を変更」を選択します。
v トランスフォーマー・ツールバーで「ステージ・プロパティー」ボタンをクリックするか、または、
背景のショートカット・メニューから「ステージ・プロパティー」を選択して、「ステージ」ページ
の「リンク順序」タブをクリックします。
「リンク順序」タブが表示されます。
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2. 矢印ボタンを使用して、リンクのリストを目的の実行順に入れ替えます。
3. その順序に問題がなければ、「OK」をクリックします。
注: リンク順序の機能を利用すると、前の出力列を使用して後続の出力列を派生させることができます
が、これは行わないことをお勧めします。このような処理を行った場合、警告が表示されます。

ローカル・ステージ変数の定義
ステージ変数を宣言することができます。

このタスクについて
BASIC Transformer ステージ内で、独自の変数を宣言して使用できます。この変数には、変数が宣言された
BASIC Transformer ステージからのみアクセス可能です。次のように使用します。
v 式によって値を割り当てることができます。
v 出力列の出力仕様を定義する式の中で使用できます。
v 変数を評価する式には、他の変数または評価対象の変数自体を含めることができます。
宣言したステージ変数は、リンク領域の右のペインにある表に表示されます。表の外観は出力リンクに類似
しています。トランスフォーマーのツールバーにある「ステージ変数」ボタンをクリックするか、または、
背景のショートカット・メニューから「ステージ変数」を選択して、表を表示または非表示にできます。
注: 右のペインの下部にある出力リンクのメタデータ領域に、ステージ変数は表示されません。
この表は、ステージ変数とその値を取得する式をリスト表示します。リンク線によって、ステージ変数と式
で使用される入力列とが結び付けられます。表の右側からのリンクによって、変数を使用する出力列に変数
がリンクされます。

手順
1. 次のいずれかを行います。
v トランスフォーマー・ツールバーで「ステージ・プロパティー」ボタンをクリックします。
v 背景のショートカット・メニューから「ステージ・プロパティー」を選択します。
「Transformer ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスが表示されます。
2. 「全般」ページの「変数」タブをクリックします。「変数」タブには、現在宣言されている変数、その
初期値、および説明 (オプション) を示すグリッドがあります。標準のグリッド制御を使用して、新規
の変数を追加します。変数名は、英数字 (a から z、A から Z、0 から 9) のみを使用し、先頭は英字
(a から z、A から Z) でなければなりません。変数に、BASIC キーワードの名前を使用しないように
してください

タスクの結果
「リンク」ペインのステージ変数表に、「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスで入力した変数
が表示されます。
ステージ変数に対しては、出力列の場合とほとんど同じ処理を実行します (出力列の出力仕様の定義を参照
してください)。ショートカット・メニューに含まれるコマンドは同じです。ただし、ステージ変数を新し
い列として貼り付けたり、列を新しいステージ変数として貼り付けたりはできません。
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InfoSphere DataStage 式エディター
InfoSphere DataStage 式エディターは、BASIC Transformer ステージの編集時に適切な式を入力できるよう
支援します。
式エディターには次のような機能があります。
v 式エレメントの入力を容易にします。
v 頻繁に使用される変数の名前を補完入力します
v 変数名および式全体を検証します。
式エディターは、次の場所から開けます。
v 出力リンクの「出力仕様」セル
v ステージ変数の「出力仕様」セル
v 「制約」ダイアログ・ボックス
v デザイナーの「変換処理」ダイアログ・ボックス

式のフォーマット
式のフォーマットは次のとおりです。
KEY:
something_like_this
is a token
something_in_italics
is a terminal, that is, does not break down any
further
|
is a choice between tokens
[
is an optional part of the construction
"XXX"
is a literal token (that is, use XXX not
including the quotes)
=================================================
expression ::=
function_call |
variable_name |
other_name |
constant |
unary_expression |
binary_expression |
if_then_else_expression |
substring_expression |
"(" expression ")"
function_call ::= function_name "(" [argument_list] ")"
argument_list ::= expression | expression "," argument_list
function_name ::=
name of a built-in function |
name of a user-defined_function
variable_name ::=
job_parameter name |
stage_variable_name |
link_variable name
other_name ::=
name of a built-in macro, system variable, and so on.
constant ::= numeric_constant | string_constant
numeric_constant ::= ["+" | "-"] digits ["." [digits]] ["E" | "e" ["+" | "-"] digits]
string_constant ::=
"’" [characters] "’" |
""" [characters] """ |
"¥" [characters] "¥"
unary_expression ::= unary_operator expression
unary_operator ::= "+" | "-"
binary_expression ::= expression binary_operator expression
binary_operator ::=
arithmetic_operator |
concatenation_operator |
matches_operator |
relational_operator |
logical_operator
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arithmetic_operator ::= "+" | "-" | "*" | "/" | "^"
concatenation_operator ::= ":"
matches_operator ::= "MATCHES"
relational_operator ::=
"
=" |"EQ" |
"<>" | "#" | "NE" |
">" | "GT" |
">=" | "=>" | "GE" |
"<" | "LT" |
"<=" | "=<" | "LE"
logical_operator ::= "AND" | "OR"
if_then_else_expression ::= "IF" expression "THEN" expression "ELSE" expression
substring_expression ::= expression "[" [expression ["," expression] "]"
field_expression ::=
expression "[" expression ","
expression ","
expression "]"
/*
That is, always 3 args

注: 「AND」、「IF」、「EQ」などのキーワードは大文字でも小文字でもかまいません。

式の入力
挿入点が式ボックス内にある場合は常に、式エディターを使用して、式の次のエレメントの候補を確認する
ことができます。

このタスクについて
挿入点が式ボックス内にある場合は常に、式エディターを使用して、式の次のエレメントの候補を確認する
ことができます。これを実行するには、ボックスを右クリックするか、ボックスの右側にある「候補」ボタ
ンをクリックします。「オペランド候補」または「演算子候補」メニューが開きます。表示されるメニュー
はコンテキストによって決まります。すなわち、次の式のエレメントとしてオペランドまたは演算子のどれ
を入力するかによって決まります。
「オペランド候補」メニューで表示される選択肢は、定義しようとしている対象がキー式か、出力仕様と制
約か、あるいは、カスタム変換処理かによって異なります。「演算子候補」メニューは、常に同じです。

変数名の自動入力
以前に使用したことのある変数名を入力する際に、最初の数文字を入力してから、F5 キーを押します。ユ
ーザーの代わりに、式エディターが変数名の残りの部分を自動入力してくれます。

このタスクについて
式エディターは変数名を保存しています。以前に使用した変数名を入力するには、最初の数文字を入力して
から、F5 キーを押します。ユーザーの代わりに、式エディターが変数名の残りの部分を自動入力してくれ
ます。
入力リンク名に続けてピリオドを入力すると (例えば、DailySales.)、式エディターはリンクの列名のリスト
を表示します。入力を続けると、リストの選択肢が入力に応じて変化します。マウスで列名を選択すること
もできます。Tab キーまたは Enter キーで、選択した列名を式に入力します。列名を選択せずに、リスト
を終了させる場合は Esc キーを押します。

式の検証
この機能を使用して、BASIC Transformer ステージの式を検証します。トランスフォーマー・エディターで
入力した式の構文が適切であるか、また、使用する変数名がコンパイラーの基準を満たしているかについ
て、式エディターでチェックします。
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このタスクについて
トランスフォーマー・エディターで式を入力したら、Enter キーを押して式を検証します。式エディター
は、構文が適切であるか、また、使用する変数名がコンパイラーの基準を満たしているかについてチェック
を行います。カスタム変換処理の定義に式エディターを使用している場合は、「OK」をクリックして式を
検証します。
エラーがあった場合、メッセージが表示され、式ボックスにエラーを発生させたエレメントが強調表示され
ます。式を修正することも、トランスフォーマー・エディターまたは「変換処理」ダイアログ・ボックスを
閉じることもできます。
トランスフォーマー・エディター内では、無効の式は赤色で表示されます。 (場合によっては、これは、単
に式がサーバー・エンジンの厳格な使用パターン・ルールを満たさなかったことを示し、実際には正常に機
能することもあります。)

式エディターの終了
Transformer ステージで式エディターを終了するための、さまざまな方法を示します.

このタスクについて
次の方法で式エディターを終了できます。
v Esc キーを押します (変更を破棄します)。
v Return キーを押します (変更を適用します)。
v 式エディター・ボックスの外側をクリックします (変更を適用します)。

式エディターの構成
BASIC Transformer ステージでは、デザイナー・オプションを編集して、式エディターを構成します。「式
エディター」ウィンドウはドラッグしてサイズ変更できます。

このタスクについて
「式エディター」ウィンドウはドラッグしてサイズ変更できます。同じクライアント、同じ状況 (例えば、
出力列の編集など) では、次に式エディターを開いたときに、同じサイズでウィンドウが開きます。
デザイナー・オプションを編集して、式エディターを構成できます。これによって、式エディターの「利用
方法」を指定できます。詳細は、「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参照して
ください。

BASIC Transformer ステージ・プロパティー
「プロパティー」ダイアログ・ボックスでは、Transformer ステージの処理方法の詳細を指定できます。
Transformer ステージの「プロパティー」ダイアログ・ボックスでは、ステージの詳細な動作を指定できま
す。
「変換処理ステージ」ダイアログ・ボックスには 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。Transformer ステージへの入力データの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。Transformer ステージからの出力リンクの詳細を指定します。
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BASIC Transformer ステージ: 「ステージ」ページ
「ステージ」ページには、次の 4 つのタブがあります。
v 「全般」。ステージに関する説明を任意に入力でき、ステージ前処理サブルーチンまたはステージ後処
理サブルーチンを指定できます。
v 「変数」。ステージで使用するステージ変数を設定できます。
v 「リンク順序」。出力リンクが処理される順序を指定できます。
v 「高度」。ステージの実行方法を指定できます。
「全般」タブについては、ステージ前処理ルーチンとステージ後処理ルーチンに説明があります。「変数」
タブについては、 ローカル・ステージ変数の定義に説明があります。「リンク順序」タブについては、リ
ンク順序の指定に説明があります。
BASIC Transformer ステージ: 「高度」タブ:
「高度」タブは、汎用ステージ・エディターの 「高度」タブと同じです。
「高度」タブは、「高度」タブで説明している汎用ステージ・エディターの「高度」タブと同じです。この
タブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約によっ
て処理されます。順次モードでは、データは、コンダクター・ノードによって処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトでは「伝搬」が設定されます。直前のステージの設定に従い、
パーティションを設定またはクリアします。「設定」または「クリア」も選択できます。「設定」を選
択すると、次のステージは、パーティションを現状のまま保持するようこのステージから要求されま
す。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

BASIC Transformer ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、Transformer ステージに入力されるデータの詳細を指定できます。Transformer ステー
ジに設定できる入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、Transformer ステージに入力されるデータの詳細を指定できます。Transformer ステー
ジに設定できる入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。
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「パーティション」タブでは、入力データをパーティション化する方法を指定できます。このタブは、「パ
ーティション」タブで説明している汎用ステージ・エディターの「パーティション」タブと同じです。
BASIC Transformer ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、BASIC Transformer ステージへの入力時に入力データをパーティション化ま
たは収集する方法の詳細を指定できます。
また、そのデータが入力時にソートされるように指定することもできます。
デフォルトでは、Basic Transformer ステージは入力データのパーティションを保持しようとします。また
は、ジョブ内の前のステージの内容に従い独自のパーティション方式を使用します。
BASIC Transformer ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、ま
ずデフォルトのコレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
BASIC Transformer ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで BASIC Transformer ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレル
で実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方
式を設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが
Transformer ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
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v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これが Transformer ステージのデフォルト方式です。通常、「自動」モードを使用している
場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その行を読み
取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートするように指定することもで
きます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパーティショ
ン化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを収集する場合、
ソートは収集の前に実行されます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティション方式によって異
なります。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

BASIC Transformer ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、「全般」タブで説明 (省略可能) を入力できます。「高度」タブでは、デフォルトの
バッファリング設定を変更できます。
「出力」ページには、「全般」タブがあり、そこで BASIC Transformer ステージの各出力リンクの説明を
オプションで入力できます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更でき
ます。
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Aggregator ステージ
Aggregator ステージは処理ステージです。1 つの入力リンクからのデータ行をグループに分類して、各グ
ループの合計を計算したり、その他のアグリゲート関数を実行します。Aggregator ステージでは、グルー
プ化およびサマリー処理にアクセスできます。
Aggregator ステージは処理ステージです。1 つの入力リンクからのデータ行をグループに分類して、各グ
ループの合計を計算したり、その他のアグリゲート関数を実行します。各グループの合計は、ステージの出
力リンクに出力されます。

Aggregator ステージを編集する際には、Aggregator ステージ・エディターが表示されます。これは、 53 ペ
ージの『第 4 章 ステージ・エディター』 で説明されている汎用ステージ・エディターが基本になってい
ます。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。グループ化またはアグリゲートするデータの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力されるグループの詳細を指定します。
Aggregator ステージでは、グループ化およびサマリー処理にアクセスできます。あるレコードの集合に見
られるパターンを抽出する最も簡単な方法は、同様の特性をもつレコードをグループ化し、グループ内のす
べてのレコードの統計情報を計算することです。これらの統計情報を使用して、異なるグループのプロパテ
ィーを比較できます。例えば、キャッシュ・レジスターのトランザクションが格納されたレコードを曜日別
にグループ化することで、トランザクション数が 1 番多かった曜日はいつか、売上が 1 番高かった曜日は
いつかを確認できます。
レコードは、1 つ以上の特性によってグループ化でき、レコードの特性が列の値に対応します。すなわち、
グループは 1 つ以上の列に同じ値を持つレコードの集まりです。例えば、トランザクション・レコードで
あれば、曜日別および月別にグループ化することが考えられます。このようなグループ化によって、最も忙
しい曜日は季節によって異なるということが分かるかもしれません。
データのパターンの抽出に加えて、グループ化によって、各グループのレコードを要約することでデータ量
を削減できるため、データを管理しやすくできます。1 つ以上のデータの特性に基づいて大量のデータをグ
ループ化する場合、生成されるデータ・セットは通常、元のデータ・セットよりずっと小さくなります。こ
のため、標準のワークステーションまたは PC ベースのツールを使用しての分析が簡単になります。
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実用的なレベルでは、パラレル環境の場合、グループ化や要約を行う前にデータをどのようにパーティショ
ン化するかで結果が違ってくることを理解しておく必要があります。例えば、ラウンドロビン方式を使用し
てグループ化した場合、グループ化の基準とする列の値が同じレコードが、異なるパーティションに入れら
れる可能性があります。次に、これらのパーティション内で合計処理を実行した場合、本来、計算対象にす
べき該当するすべての列の中で、対象に含まれないものが発生します。このような場合に、完全なグループ
を確保するには、1 つ以上のグループ化キーに基づいて、データをキー・パーティション化する必要があり
ます。
これらの事実に留意し、Aggregator ステージに渡す前に必要な手順を踏んでデータ・セットを準備するこ
とが重要です。具体的には、そのためにジョブ内で Sort ステージまたは追加の Aggregator ステージを使
用することが考えられます。

Aggregator ステージ例
このサンプル・データは、距離、機器、梱包、ライセンスなどの要件に基づいて顧客に課金する貨物輸送業
者のものです。
移動距離や日付やライセンス・タイプ別にまとめた料金のレポートが必要です。
次の表は、データのサンプルを示しています。
表 23. データのサンプル
Ship Date

District

Distance

Equipment

Packing

License

Charge

2000-06-02

1

1540

D

M

BUN

1300

2000-07-12

1

1320

D

C

SUM

4800

2000-08-02

1

1760

D

C

CUM

1300

2000-06-22

2

1540

D

C

CUN

13500

2000-07-30

2

1320

D

M

SUM

6000

...

...

ステージは、次の列を出力します。
表 24. 出力列の列定義
列名

SQL タイプ

DistanceSum

Decimal

DistanceMean

Decimal

ChargeSum

Decimal

ChargeMean

Decimal

license

Char

shipdate

Date

最初にステージは、入力データを license 列に基づいてハッシュ・パーティション化し、その後 license 列
と date 列に基づいてソートします。
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図 7. 「パーティション」タブ

次に、プロパティーを使用して、データのグループ化とアグリゲートの方法を指定します。

図 8. 「プロパティー」タブ

以下は、出力データの例です。
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表 25. 出力データ
Ship Date

License

Distance Sum

Distance Mean

Charge Sum

Charge Mean

2000-06-02

BUN

1126053.00

1563.93

20427400.00

28371.39

2000-06-12

BUN

2031526.00

2074.08

22426324.00

29843.55

2000-06-22

BUN

1997321.00

1958.45

19556450.00

19813.26

2000-06-30

BUN

1815733.00

1735.77

17023668.00

18453.02

...

...

さらにライセンス別の距離の合計や課金の合計を得たい場合には、次のプロパティーを持つ他の
Aggregator ステージを挿入できます。

図 9. 第 2 Aggregator ステージ

Aggregator ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Aggregator ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Aggregator ステージをジョブに
組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の
機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明し
ますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Aggregator ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブの「グループ化キー」カテゴリーで次のように指定しま
す。
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– データのグループ化の基準になるキー列を指定します。キー・プロパティーを反復させて、複合キー
を指定できます。
「アグリゲート」カテゴリーで次のように設定します。
– アグリゲート・タイプを選択します。デフォルトの「計算」を選択すると、列を要約できます。「行
のカウント」を選択すると、各グループ内の行数をカウントできます。「再計算」を選択すると、既
に要約されている列へアグリゲート関数を適用できます。
他のプロパティーは、選択したアグリゲート・タイプによって異なります。
– 「計算」アグリゲート・タイプを選択する場合は、計算列の合計を入れる列を指定してください。こ
のプロパティーを反復させて、複数の列を指定できます。1 つ以上の従属プロパティーを選択し、実
行するアグリゲート・タイプと、結果を入れる出力列の名前を指定します。
– 「行のカウント」アグリゲート・タイプを選択する場合は、カウントを入れる出力列を指定してくだ
さい。
– 「再計算」アグリゲート・タイプを選択する場合は、再計算する列を指定してください。このプロパ
ティーを反復させて、複数の列を指定できます。1 つ以上の従属プロパティーを選択し、実行するア
グリゲート・タイプと、結果を入れる出力列の名前を指定します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、マッピングが想定どおりになっていることを確認します
(InfoSphere DataStage では、「プロパティー」タブの指定に基づいて出力列にデータがマッピングされま
す)。

Aggregator ステージ: 「ステージ」ページ
Aggregator ステージの「ステージ」ページでは、Aggregator ステージの性質を制御できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Aggregator ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Aggregator ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 26. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

グループ化キー/
グループ

入力列

N/A

はい

はい

N/A

グループ化キー/
大/小文字の区別

真/偽

真

いいえ

いいえ

グループ
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表 26. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

計算/再計算/行の
アグリゲート/ア
グリゲート・タイ カウント
プ

計算

はい

いいえ

N/A

アグリゲート/計
算する列

入力列

N/A

Y (「アグリゲー
ト・タイプ」=
「計算」の場合)

はい

N/A

アグリゲート/カ
ウント出力列

出力列

N/A

Y (「アグリゲー はい
ト・タイプ」=
「行のカウント」
の場合)

N/A

入力列
アグリゲート/再
計算するサマリー
列

N/A

Y (「アグリゲー
ト・タイプ」=
「再計算」の場
合)

はい

N/A

アグリゲート/デ
フォルトで
Decimal 出力

精度、スケール

8、2

いいえ

いいえ

N/A

アグリゲート/修
正平方和

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/最
大値

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/平
均値

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/最
小値

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/欠
損値

出力列

N/A

いいえ

はい

計算する列

アグリゲート/欠
損値カウント

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/非
欠損値数

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/変
動係数

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/範
囲

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列
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表 26. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

アグリゲート/標
準偏差

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/標
準エラー

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/ウ
ェイトの合計

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/合
計

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/サ
マリー

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/無
修正平方和

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/分
散

出力列

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、再計算するサ
マリー列

アグリゲート/分
散偏差

デフォルト/Nrecs

デフォルト

いいえ

いいえ

分散

入力列
アグリゲート/プ
ロパティーに依存
した計算と再計算

N/A

いいえ

いいえ

計算する列、およ
び、カウント出力
列

アグリゲー
ト/Decimal 出力

精度、スケール

8、2

いいえ

いいえ

計算または再計算
方式

オプション/グル
ープ

ハッシュ/ソート

ハッシュ

はい

はい

N/A

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/NULL 真/偽
出力を許可

Aggregator ステージ: 「グループ化キー」カテゴリー:
グループ・キーとして使用する入力列を指定します。
グループ
複数の列をグループ・キーとして選択する場合は、プロパティーを繰り返して指定してください。必要であ
れば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数のグループ・キーを選択できます。このプ
ロパティーには、次の従属プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
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各グループ・キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されて
います。すなわち、「CASE」と「case」という値は違うグループと見なされます。
Aggregator ステージ: 「アグリゲート」カテゴリー:
このプロパティーでは、ステージが実行しているアグリゲート処理のタイプを指定できます。
アグリゲート・タイプ
「計算」(デフォルト)、「再計算」、「行のカウント」から選択します。
計算する列
「計算」アグリゲート・タイプでは、1 つ以上のアグリゲート関数を適用することによって、入力データ・
セットの 1 つ以上の列の内容を要約できます。アグリゲートする列を選択してから、従属プロパティーを
選択して、実行する処理、および結果を格納する出力列を指定します。必要であれば「列の選択」ダイアロ
グ・ボックスを使用して、計算対象の列を一度に複数選択できます。
カウント出力列
「行のカウント」アグリゲート・タイプは、各グループ内のレコード数のカウントを実行します。カウント
を出力する列を指定します。
再計算するサマリー列
このアグリゲート・タイプでは、既に要約された列へアグリゲート関数を適用できます。これは「計算」と
似ていますが、既に要約したデータのセットに対して指定のアグリゲート処理を実行する点が異なります。
これは実際には、前の Aggregator ステージで計算 (または再計算) 処理を実行したときに、要約データを
含むサブレコードを生成するように「サマリー」プロパティーを設定していなければならないことを意味し
ます。この要約データはデータ・セットとともに格納されます。アグリゲートする列を選択してから、従属
プロパティーを選択して、実行する処理、および結果を格納する出力列を指定します。必要であれば「列の
選択」ダイアログ・ボックスを使用して、再計算対象の列を一度に複数選択できます。
加重列
グループのカウントを 1 ずつ増やす代わりに、グループ内の各レコードの加重列の値だけカウントを増や
すようステージを設定します。「再計算するサマリー列」には使用できません。このオプションの設定は、
次のオプションだけに影響します。
v 変動係数
v 平均値
v Sum
v ウェイトの合計
v 無修正平方和
デフォルトで Decimal 出力
計算列または再計算列の出力タイプは Double です。このプロパティーを設定すると、デフォルトで
Decimal に指定されます。一部の列は Decimal 出力にして、残りの列はデフォルト・タイプの Double を
維持するよう個別に指定することができます。デフォルトの精度とスケールも設定できます。
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Aggregator ステージ: 「オプション」カテゴリー:
Aggregator ステージには「ハッシュ」と「ソート」の 2 つの処理モードがあります。
方式
モードの選択は、使用可能なメモリーの量を考慮に入れたうえで、主に入力データ・セットのグループの数
によって決まります。通常グループ数が比較的少ない場合、ハッシュ・モードを使用します。一般的に、メ
モリーの 1 メガバイト当たり約 1000 グループより少ない場合に使用します。
「ハッシュ」モードを使用する場合は、1 つ以上のグループ化キー列で入力データ・セットをハッシュ・パ
ーティション化し、同じグループ内のレコードがすべて同じパーティションになるようにします (これは、
「パーティション」タブで「自動」を設定すると自動的に行われます)。ただし、ハッシュ・パーティショ
ンは必須ではありません。グループを 1 つのパーティションにまとめることが重要でない場合は、どのよ
うなパーティション方式を使用しても構いません。例えば、各パーティションでレコードを合計し、後で全
パーティションの合計を加算する場合、グループ内のすべてのレコードが同じパーティションに存在する必
要はありません。ただし、各グループで、複数の出力レコードが存在するようになるので注意してくださ
い。
グループ数が多い場合 (多数のグループ化キーを指定した場合はグループ数も多くなります)、または、一
部のグループ化キーが多数の値をとる場合には、通常はソート・モードを使用します。ただし、「ソート」
モードでは、ハッシュ・キーおよびソート・キーとして指定したすべてのグループ化キーで入力データ・セ
ットをパーティション・ソートしておく必要があります (これは、「パーティション」タブで「自動」を設
定すると自動的に行われます)。ソートは、事前にグループ化する処理が必要です。ソート後には、同じパ
ーティション内の特定のグループのレコードがすべて連続しています。
「方式」プロパティーは、デフォルトで「ハッシュ」に設定されています。
実際のデータとアプリケーションで両方のモードを試してみて、どちらがより良いパフォーマンスを得られ
るか確認されることをお勧めします。大量のグループの統計計算を行う場合、入力データ・セットがグルー
プに渡される前に効率的にソートされると仮定すると、ソート・モードの方がハッシュ・モードよりもパフ
ォーマンスが良いことがわかる場合もあります。
NULL 出力を許可
最小値、最大値、平均値、標準偏差、標準エラー、合計、ウェイトの合計、分散を計算する際に、NULL
値が有効な出力値であることを指定するには、これを「真」に設定します。「偽」に設定した場合、計算列
へのすべての入力値が NULL であると、NULL 値は 0 に置き換えられます。デフォルトでは「偽」に設
定されています。
Aggregator ステージ: 計算および再計算の従属プロパティー:
プロパティーの中には、「計算する列」および「再計算するサマリー列」に従属しているものもあります。
次のプロパティーは、各種のアグリゲート関数と、結果を格納する出力列を指定します。
v 修正平方和
アグリゲート列のデータの修正平方和を生成し、指定した出力列へ出力します。
v 最大値
アグリゲート列の最大値を決定し、指定した出力列に出力します。
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v 平均値
アグリゲート列の平均値を決定し、指定した出力列に出力します。
v 最小値
アグリゲート列の最小値を決定し、指定した出力列に出力します。
v 欠損値
「欠損」値を構成する値を指定します。例えば -1 または NULL です。値を浮動小数点数として入力し
ます。「再計算するサマリー列」には使用できません。
v 欠損値数
欠損値のあるアグリゲート列の数をカウントし、指定した出力列にカウントを出力します。「再計算」
には使用できません。
v 非欠損値数
値のあるアグリゲート列の数をカウントし、指定した出力列にカウントを出力します。
v 変動係数
アグリゲート列の変動係数を百分率で計算し、指定した出力列に出力します。
v 範囲
アグリゲート列の値の範囲を計算し、指定した出力列に出力します。
v 標準偏差
アグリゲート列の値の標準偏差を計算し、指定した出力列に出力します。
v 標準エラー
アグリゲート列の値の標準誤差を計算し、指定した出力列に出力します。
v ウェイトの合計
「加重列」プロパティーで指定された加重列の値の合計を計算し、指定した出力列に出力します。
v 合計
アグリゲート列の値を合計し、指定した出力列に合計を出力します。
v サマリー
「集計」または「再計算」処理の結果を書き込むサブレコードを指定します。
v 無修正平方和
アグリゲート列のデータの無修正平方和を生成し、指定した出力列へ出力します。
v 分散
アグリゲート列の分散を計算し、指定した出力列に合計を出力します。このプロパティーには、従属プ
ロパティーがあります。
– 分散偏差
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分散偏差を指定します。デフォルトでは、グループのレコード数から欠損値をもつレコードの数と 1
を引いた値を分散値の計算に使用します。これは vardiv の「デフォルト」設定に対応します。NRecs
を指定すると、InfoSphere DataStage は、代わりに、グループのレコード数から、値が欠落している行
の数を引いた値を使用します。
各プロパティーには次の従属プロパティーがあります。
v Decimal 出力
デフォルトで、すべての計算列または再計算列の出力タイプは double です。このプロパティーでは、列
の出力タイプに Decimal を指定できます。
Decimal 出力を指定すると、精度とスケールも指定できます。精度とは、数値の桁数です。スケールと
は、数値の小数点以下の桁数です。デフォルトは 8,2 です。
必要な出力のスケールが低い場合は、正確な結果を得るために、精度とスケールを p+4、s+4 に設定し
ます。列の精度とスケールが 4,1 の場合は、Decimal データ・タイプで精度とスケールを 9,5 に設定し
ます。
例えば、" 004.0"," 010.0"," 004.0"," 006.0"," 010.0"," 008.0"," 009.0"," 007.0" " 010.0","
007.0"," 010.0"," 007.0"," 010.0" という値を持つ列があるとします。列の精度の値は 4 で、スケー
ルの値は 1 です。精度とスケールが 9,5 に設定された場合、出力は 7.8 として計算されます。ただ
し、精度とスケールが 4,1 に設定された場合、出力は 7.9 です。より正確な計算は 7.8 です。

Aggregator ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データ・セットは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノー
ド制約によって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処
理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「設定」です。「設定」または「クリア」を選択できます。
「設定」を選択すると、ジョブ内の次のステージは、パーティションを維持するようこのステージから
要求されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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Aggregator ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Aggregator ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示
されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したり
できます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Aggregator ステージで
は、キーによるグループ化でキー・フィールドの順序を決める場合に照合規則を使用します。リストからロ
ケールを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、また
は、照合ファイルを参照して指定します。

Aggregator ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、入力
データのグループ化または要約を行う前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」
タブでは、入力データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリン
グ設定を変更できます。
Aggregator ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全
般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Aggregator ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データのグループ化または要約を実行する前にそのデータをパーティシ
ョン化または収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
Aggregator ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフ
ォルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Aggregator ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Aggregator ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ド
ロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行パ
ーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Aggregator ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行さ
れている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定
することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
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次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが
Aggregator ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Aggregator ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モード
を使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次
第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、ファイルに書き込
むように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで
入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」モードでは使用でき
ません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
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v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Aggregator ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Remove ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。Aggregator ステー
ジは、入力データを転送せず、代わりにステージが新しい列を生成します。
「出力」ページでは、Aggregator ステージからの出力データの詳細を指定できます。Aggregator ステージ
に設定できる出力リンクは 1 つだけです。
Aggregator ステージは、入力データを転送せず、代わりにステージが新しい列を生成します。Aggregator
ステージは、NULL 可能フィールドを出力するため、出力データを受け取る列が NULL 可能である必要が
あります。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定
義を指定します。「マッピング」タブでは、Aggregator ステージで生成され、処理されるデータと出力列
との関係を指定できます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できま
す。
Aggregator ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Aggregator ステージ: 「マッピング」タブ
Aggregator ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力
列にマッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには、入力列または生成された列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では
変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。左ペインから列をドラッグするか、あるいは、自動マッチング機能を使用し
て指定できます。

Join ステージ
Join ステージは、ステージに入力される 2 つ以上のデータ・セットの結合処理を実行した後、結果のデー
タ・セットを出力する、処理ステージです。
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Join ステージは処理ステージです。ステージに入力される 2 つ以上のデータ・セットの結合処理を実行
し、結果のデータ・セットを出力します。Join ステージは、キー列の値に基づいて表を結合する 3 つのス
テージの 1 つです。ほかに次の 2 つのステージがあります。
v

338 ページの『Lookup ステージ』

v

329 ページの『Merge ステージ』

3 つのステージの主な相違点は、使用するメモリー、キーが一致しない行の処理、入力データに対する要件
(ソートするかどうかなど) です。Join ステージと Lookup ステージの比較を参考に、どのステージを使用
するかを決定してください。
Join ステージで入力データ・セットは、「右」のセット、「左」のセット、「中間」のセットとして概念
的に区別されます。どの入力データ・セットがどの位置のセットに当たるかを指定できます。さまざまな入
力リンクと 1 つの出力リンクを設定できます。

このステージでは、4 つの結合処理のうちの 1 つを実行できます。
v 「内部結合」は、入力データ・セットのレコードのうち、キー列の値が等しいレコードを出力データ・
セットに転送します。キー列の値が異なるレコードはドロップされます。
v 「左外部結合」は、左のデータ・セットの値をすべて転送します。右のデータ・セットと中間データ・
セットの値は、キー列が一致する場合のみ転送されます。右および中間のデータ・セットのキー列はス
テージでドロップされます。
v 「右外部結合」は、右のデータ・セットの値をすべて転送します。左のデータ・セットと中間データ・
セットの値は、キー列が一致する場合のみ転送されます。左および中間のデータ・セットのキー列はス
テージでドロップされます。
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v 「完全外部結合」は、キー列の内容が左の入力データ・セットと右の入力データ・セットで等しいレコ
ードを出力データ・セットに転送します。また、キー列の値が異なるレコードも、両方の入力データ・
セットから出力データ・セットに転送します (「完全外部結合」では、2 つを超える入力リンクはサポー
トされていません)。
Join ステージに入力されるデータ・セットは、キーに基づいたパーティションおよび昇順でのソートが必
要です。こうすることで、キー列に同じ値を持つすべての行が同じパーティションに配置され、同じノード
で処理されることが保証されます。また、メモリーに一度に格納される行が少なくなるためにメモリー所要
量が最小限になります。「自動」パーティション方式を選択すると、パーティションおよびソートが確実に
行われます。自動モードでは、ソートとパーティション化が Join ステージの前のステージで別々に実行さ
れている場合、InfoSphere DataStage によってそのことが検出され、再パーティション化は行われません
(代わりに、パーティション方式「同一」を明示的に指定することもできます)。
この Join ステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。結合するデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される結合済みデータの詳細を指定します。

Join ステージと Lookup ステージの比較
InfoSphere DataStage は処理するデータの容量を認識していません。そのため、Join ステージまたは
Lookup ステージのどちらを使用してデータを結合すればよいかという適切な判断ができません。どちらを
使用すべきか決定する際のポイントを次に示します。
結合する 2 つのデータ・セットがあります。一方は 1 次データ・セットまたは駆動データ・セットです。
「結合の左側」と呼ぶこともあります。もう一方のデータ・セットは参照データ・セットです。「結合の右
側」とも呼ばれます。
あらゆるケースで、参照データ・セットのサイズが問題になります。コンピューターの RAM 物理メモリ
ーのサイズに比べて参照データ・セットが大容量のメモリーを占めると、Lookup ステージでスラッシング
が発生することがあります。処理に必要なすべての要素が RAM に既に格納された状態では、参照デー
タ・セットがそこに収まりきらないことがあるためです。その結果、パフォーマンスが大幅に低下します。
理由は、ルックアップ処理のたびにページ不在や入出力処理が発生することがあるからです (実際によく発
生する現象です)。
したがって、参照データ・セットが大き過ぎてエラーが発生する場合は、Join ステージを利用します。Join
ステージでは、駆動データ・セットおよび参照データ・セットのソートが高速で行われます。データが大き
過ぎるとそこで入出力処理が発生することがありますが、入出力はすべて高度に最適化され、順次、処理さ
れます。ソートが完了してしまえば、結合処理は超高速で進み、ページングやその他の入出力が発生するこ
とはまずありません。

結合の例
次の例は、2 つのデータ・セットに各種結合処理を適用した場合について示しています。
次の 2 つのデータ・セットがあるとします。
表 27. データ・セット
左の入力データ・セット
状況

右の入力データ・セット
Price

Price

ID
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表 27. データ・セット (続き)
左の入力データ・セット

右の入力データ・セット

sold

125

113

NI6325

sold

213

125

BR9658

offered

378

285

CZ2538

Pending

575

628

RU5713

Pending

649

668

SA5680

Offered

777

777

JA1081

Offered

908

908

DE1911

Pending

908

908

FR2081

Price は結合のキー列であり、両方のデータ・セットが同じ Price 値を共有している個所は太字で示してい
ます。各データ・セットは、このキーに基づいてソート済みです。

内部結合
この例では、Price キー列に基づく内部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを示しています。
Price キー列に基づく内部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを次に示します。
表 28. 出力データ・セット
状況

Price

ID

sold

125

NI6325

Offered

777

JA1081

Offered

908

DE1911

Offered

908

FR2081

Pending

908

DE1911

Pending

908

FR2081

左外部結合
この例では、Price キー列に基づく左外部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを示していま
す。
Price キー列に基づく左外部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを次に示します。
出力データ・セット
状況

Price

ID

sold

125

NI6325

sold

213

offered

378

Pending

575

Pending

649

Offered

777

JA1081

Offered

908

DE1911

Offered

908

FR2081
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出力データ・セット
状況

Price

ID

Pending

908

DE1911

Pending

908

FR2081

右外部結合
この例では、Price キー列に基づく右外部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを示していま
す。
Price キー列に基づいて右外部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを次に示します。
表 29. 出力データ・セット
状況

Price

ID

113

NI6325

125

BR9658

285

CZ2538

628

RU5713

668

SA5680

Offered

777

JA1081

Offered

908

DE1911

Offered

908

FR2081

Pending

908

DE1911

Pending

908

FR2081

sold

完全外部結合
完全外部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを次に示します。
Price キー列に基づく完全外部結合を実行した場合に出力されるデータ・セットを次に示します。
表 30. 出力データ・セット
状況

Price

sold

125

sold

213

offered

378

Pending

575

Pending

Price

ID

113

NI6325

125

BR9658

285

CZ2538

628

RU5713

668

SA5680

649

状況

Price

Price

ID

Offered

777

777

JA1081

Offered

908

908

DE1911

Offered

908

908

FR2081
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表 30. 出力データ・セット (続き)
状況

Price

Price

ID

Pending

908

908

DE1911

Pending

908

908

FR2081

Join ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Join ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Join ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、結合するときに基になるキー列 (複数可) を指定しま
す。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、結合タイプを指定するか、または、デフォルト設定の
内部結合を適用します。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」で、リンクが「左」、「右」、および「中間」として正しく指定
されているかを確認し、必要であれば、並べ替えます。
v 必要な列メタデータが指定されていることを確認します (これは、別のステージで実行されている場合も
あります)。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、入力リンクの列を出力列にマッピングする方法を指定しま
す。

Join ステージ: 「ステージ」ページ
Join ステージの「ステージ」ページでは、Join ステージの性質を制御できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、どの入力リンクを右のリンク、どのリンクを左のリンク、どのリンクを中間リンクとするかを指定
できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロ
ジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Join ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Join ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
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表 31. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

結合キー/『キ
ー』

入力列

N/A

はい

はい

N/A

結合キー/大/小文
字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

内部

はい

いいえ

N/A

オプション/『Join 完全外部結合/内
ステージ: 「オプ 部結合/左外部結
ション」カテゴリ 合/右外部結合
ー』

Join ステージ: 「結合キー」カテゴリー:
結合キーを使用して、複数の表の行を結合します。
キー
結合する入力列を選択します。すべてのリンクに共通する入力列が選択肢として表示されます。有効に結合
するには、すべての入力データ・セットに表示される列、すなわち同じ名前および互換性のあるデータ・タ
イプを持つ列を連結する必要があります。例えば、左のリンクから「名前」という列を選択した場合、ステ
ージは、対応する右のリンクにも「名前」という列を必要とします。
複数のキー列を結合できます。これを行うには、「キー」プロパティーを反復します。必要であれば「列の
選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキー列を選択できます。
「キー」には従属プロパティーがあります。
大/小文字の区別
v 大/小文字の区別
各グループ・キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されて
います。すなわち、「CASE」と「case」という値は同じとみなされません。
Join ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Join ステージの処理方法を指定します。
結合タイプ
実行する結合処理のタイプを指定します。次のいずれかを選択します。
v 完全外部
v 内部
v 左外部
v 右外部
デフォルトは「内部結合」です。
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Join ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。各入力ステージの設定を論理和演算した結果
の設定を採用します。すなわち、入力ステージのいずれかが「設定」を使用していれば、このステージ
は「設定」を使用します。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ内の
次のステージでパーティションを維持する場合は、「設定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、定義されているノード・
マップのノードに制限できます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに
入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこ
からノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加え
て) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Join ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どの入力リンクが左のリンクとみなされるか、右のリンクとみなされるか、中間のリンクと
みなされるかを指定できます。
デフォルトでは、最初に追加されたリンクが左のリンクとみなされ、最後に追加されたリンクが右のリンク
とみなされます。それ以外のリンクはすべてリンク・ラベルに中間 N が設定されます。このタブを使用す
ると、デフォルトの順序をオーバーライドできます。
例では、DSLink4 は左のリンクです。右のリンクに変換するには、クリックして選択し、下矢印をクリッ
クします。

Join ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Join ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示されま
す。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりできま
す。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Join ステージでは、キ
ー・フィールドの順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リスト
の横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指
定します。
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Join ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リストから
入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リストから
入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、結合
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Join ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な
説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Join ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、結合処理を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法
の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。「自動」モードによって、Join ステージに入力されるデータについてキーに基づくパーテ
ィション化およびソートが確実に行われます。
Join ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォルト
の「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v Join ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Join ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Join ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されてい
る場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定するこ
とができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Join ステ
ージのデフォルトのコレクション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
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v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Join ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用
している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その
行を読み取ります。 Join ステージの場合は、収集されたデータのソートが「自動」によって確実に実行
されます。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、結合処理を実行す
るよう明示指定することもできます (「自動」あるいは「同じ」以外のパーティション方式を選択している
場合は、これを使用してください)。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージ
で入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステー
ジでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、
選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用
できません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
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NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Join ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Join ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Join ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Join ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Join ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説明
については、ステージ・エディターを参照してください。

Join ステージ: 「マッピング」タブ
Join ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列にマ
ッピングするかを指定できます。
左のペインに、表が結合済みであるリンクからの入力列が表示されます。これらは、読み取り専用で、この
タブ上では変更できません。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。

Merge ステージ
Merge ステージは処理ステージです。複数の入力リンク、1 つの出力リンク、および更新入力リンクと同
数のリジェクト・リンクを設定できます。 Merge ステージは、1 つのマスター・データ・セットと 1 つ
以上の更新データ・セットを結合します。
Merge ステージは処理ステージです。複数の入力リンク、1 つの出力リンク、および更新入力リンクと同
数のリジェクト・リンクを設定できます。
Merge ステージは、キー列の値に基づいて表を結合する 3 つのステージの 1 つです。ほかに次の 2 つの
ステージがあります。
v
v

319 ページの『Join ステージ』
338 ページの『Lookup ステージ』

3 つのステージの主な相違点は、使用するメモリー、キーが一致しない行の処理、入力データに対する要件
(ソートするかどうかなど) です。
Merge ステージは、1 つのマスター・データ・セットと 1 つ以上の更新データ・セットを結合します。マ
スター・データ・セットおよび更新データ・セットのレコードの列がマージされ、出力レコードには、マス
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ター・レコードのすべての列と、各更新レコードからの必要な追加の列が格納されます。マスター・レコー
ドおよび更新レコードは、指定した同じマージ・キー列の値が双方にある場合だけマージされます。マー
ジ・キー列はマスター・レコードと更新レコードの両方に存在する、1 つ以上の列です。

Merge ステージに入力されるデータ・セットは、キーに基づいたパーティションおよびソートが必要で
す。こうすることで、キー列に同じ値を持つすべての行が同じパーティションに配置され、同じノードで処
理されることが保証されます。また、メモリーに一度に格納される行が少なくなるためにメモリー所要量が
最小限になります。「自動」パーティション方式を選択すると、パーティションおよびソートが確実に行わ
れます。自動パーティション・モードでは、ソートとパーティション化が Merge ステージの前のステージ
で別々に実行されている場合、InfoSphere DataStage によってそのことが検出され、再パーティション化は
行われません (代わりに、パーティション方式「同一」を明示的に指定することもできます)。
Merge ステージ用のデータの前処理の一部として、マスター・データ・セットから重複するレコードを削
除する必要があります。複数の更新データ・セットがある場合、同様に、更新データ・セットからも重複す
るレコードを削除する必要があります。Remove Duplicates ステージについては、 383 ページの『Remove
Duplicates ステージ』を参照してください。
Join ステージや Lookup ステージとは異なり、Merge ステージでは複数のリジェクト・リンクを指定でき
ます。マスター行に一致しない更新リンク行をそのリンク固有のリジェクト・リンクに送ることができま
す。更新リンクと同じ数のリジェクト・リンクが必要です。「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、
どの更新リンクがリジェクト行をどのリジェクト・リンクに送信するかを指定できます。また、一致しない
マスター行をドロップするか、または出力データ・リンクに出力するかを指定できます。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
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v 「入力」ページ。マージするデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力されるマージ済みデータの詳細とリジェクト・リンクの詳細を指定
します。

マージの例
この例では、マスター・データ・セットと 2 つの更新データ・セットをマージする場合について示してい
ます。
キー・フィールドを Horse とし、すべてのデータ・セットは降順でソートされています。マスター・デー
タ・セットを次に示します。
表 32. マスター・データ・セット
Horse

Freezemark

Mchip

Reg_Soc

Level

William

DAM7

N/A

FPS

Adv

Robin

DG36

N/A

FPS

Nov

Kayser

N/A

N/A

AHS

N/A

Heathcliff

A1B1

N/A

N/A

Adv

Fairfax

N/A

N/A

FPS

N/A

Chaz

N/A

a296100da

AHS

Inter

更新 1 のデータ・セットは次のとおりです。
表 33. 更新 1 のデータ・セット
Horse

vacc.

last_worm

William

07.07.02

12.10.02

Robin

07.07.02

12.10.02

Kayser

11.12.02

12.10.02

Heathcliff

07.07.02

12.10.02

Fairfax

11.12.02

12.10.02

Chaz

10.02.02

12.10.02

更新 2 のデータ・セットは次のとおりです。
表 34. 更新 2 のデータ・セット
Horse

last_trim

shoes

William

11.05.02

N/A

Robin

12.03.02

refit

Kayser

11.05.02

N/A

Heathcliff

12.03.02

new

Fairfax

12.03.02

N/A

Chaz

12.03.02

new

ステージによって出力されるマージ後のデータ・セットは次のようになります。
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表 35. マージ後のデータ・セット
Horse

Freeze
mark

Mchip

Reg. Soc

Level

vacc.

last worm

last trim

shoes

William

DAM7

N/A

FPS

Adv

07.07.02

12.10.02

11.05.02

N/A

Robin

DG36

N/A

FPS

Nov

07.07.02

12.10.02

12.03.02

refit

Kayser

N/A

N/A

AHS

Nov

11.12.02

12.10.02

11.05.02

N/A

Heathcliff

A1B1

N/A

N/A

Adv

07.07.02

12.10.02

12.03.02

new

Fairfax

N/A

N/A

FPS

N/A

11.12.02

12.10.02

12.03.02

N/A

Chaz

N/A

a2961da

AHS

Inter

10.02.02

12.10.02

12.03.02

new

Merge ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Merge ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Merge ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、マージするときに基になるキー列 (複数可) を指定しま
す。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、「不一致マスター・モード」、「更新のリジェクト時
に警告」、「マスターの不一致時に警告」オプションを設定するか、デフォルトを適用します。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、入力リンクが「マスター」および「更新」として適切に
指定されていること、および出力リンクが「マスター」および「更新リジェクト」として適切に指定さ
れていることを確認します。必要な場合は、並べ替えます。
v 必要な列メタデータを必ず指定します (別のステージで行われている場合や、「ランタイム列伝搬」を指
定しているために完全に省略される場合もあります)。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、入力リンクの列を出力列にマッピングする方法を指定しま
す。

Merge ステージ: 「ステージ」ページ
Merge ステージの性質は、Merge ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Merge ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Merge ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
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次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 36. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

マージ・キー/キ
ー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

マージ・キー/ソ
ート順序

昇順/降順

昇順

はい

いいえ

キー

マージ・キ
ー/NULL の位置

最初/最後

First

いいえ

いいえ

キー

マージ・キ
ー/EBCDIC とし
てソート

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

キー

マージ・キー/大/
小文字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

保持/ドロップ
オプション/不一
致マスター・モー
ド

保持

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/マス
ターのリジェクト
時に警告

真

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/更新
のリジェクト時に
警告

真

はい

いいえ

N/A

Merge ステージ: 「マージ・キー」カテゴリー:
「マージ・キー」カテゴリーを使用して、Merge ステージの処理方法を指定します。
キー
マージに使用するキー列を指定します。複数のキーを指定する場合は、このプロパティーを反復します。必
要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。「キー」に
は、次の従属プロパティーがあります。
v ソート順序
「昇順」または「降順」を選択します。デフォルトは「昇順」です。
v NULL の位置
デフォルトでは、NULL 値を含む列は、マージ済みデータ・セットの最初に表示されます。NULL 値が
含まれている列がマージされたデータ・セットの最後に表示されるように、このデフォルトをオーバー
ライドするには、「最後」を選択します。
v EBCDIC としてソート
EBCDIC 文字セットとしてソートする場合は、「真」を選択します。
v 大/小文字の区別
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各マージ・キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されてい
ます。すなわち、「CASE」と「case」という値は同じとみなされません。
Merge ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Merge ステージの処理方法を指定します。
不一致マスター・モード
デフォルトでは「保持」に設定されています。マスター・リンクの不一致行がマージされたデータ・セット
に出力されることを指定します。リジェクトされたレコードをドロップする場合は、「ドロップ」に設定し
ます。
マスターのリジェクト時に警告
デフォルトでは「真」に設定されています。マスター・リンクの不良レコードがリジェクトされた場合に警
告します。「偽」に設定すると、警告は出されません。
更新のリジェクト時に警告
デフォルトでは「真」に設定されています。更新リンクの不良レコードがリジェクトされた場合に警告しま
す。「偽」に設定すると、警告は出されません。

Merge ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。各入力ステージの設定を論理和演算した結果
の設定を採用します。すなわち、入力ステージのいずれか 1 つでも「設定」を使用していれば、このス
テージは「設定」を使用します。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョ
ブ内の次のステージでパーティションを維持する場合は、「設定」を選択して、そうするように要求し
ます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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Merge ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どの入力リンクがマスター・リンクか、および、Merge ステージに入力されるリンクを処
理する順序について指定できます。
どの出力リンクがマスター・リンクか、および、どのリジェクト・リンクがどの入力される更新リンクに対
応するかについても指定できます。
デフォルトでは、リンクは追加された順序で処理されます。順序を変えるには、入力リンクを選択してから
上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。

Merge ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Merge ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示され
ます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりでき
ます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Merge ステージでは、キ
ー・フィールドの順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リスト
の横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指
定します。

Merge ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、マージ対象の入力データの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リスト
から入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「入力」ページでは、マージ対象の入力データの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リスト
から入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Merge ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Merge ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、マージを実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の
詳細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。ジョブ内の直前のステージで
「パーティションの保持」オプションが設定されている場合、このステージでは入力データのパーティショ
ンが維持できなければ警告を出します。「自動」モードによって、Merge ステージに入力されるデータに
対してキーに基づくパーティション化およびソートが確実に実行されます。
Merge ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
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v Merge ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Merge ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで Merge ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Merge ス
テージのデフォルトのコレクション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これが Merge ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。 Merge ステージの場合は、収集されたデータのソートが「自動」によって確実に
実行されます。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
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また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、マージを実行する
ように指定することもできます (「自動」あるいは「同一」以外のパーティション方式を選択している場合
は、これを使用できます)。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力デ
ータのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデー
タを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択した
パーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Merge ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Merge ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Merge ステージには、マージ済みデータを送信するマスター出力リンクを 1 つだけと、任意の数のリジェ
クト・リンクを設定できます。各リジェクト・リンクは、いずれかの更新リンクからのリジェクト・レコー
ドを処理します。「出力名」ドロップダウン・リストから出力リンクを選択し、処理するリンクを指定しま
す。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定
義を指定します。「マッピング」タブでは、Merge ステージに入力される列と出力列との関係を指定でき
ます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Merge ステージのマッピングの詳細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの全般的な
説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Merge ステージ: リジェクト・リンク
リジェクト・リンクを使用して、Merge ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクのプロパティーは変更できません。これには、対応する入力更新リンクのメタデータが
含まれており、変更できません。
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Merge ステージ: 「マッピング」タブ
Merge ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列に
マッピングするかを指定できます。
左のペインに、マージされたデータの列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更
できません。マスター入力リンクからのメタデータ、および更新リンクに含まれる追加の列が表示されま
す。
右のペインにはマスター出力リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用
して、列を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定で
きます。
上記の例では、左のペインにマージが実行されたあとの入力データが表示されています。右のペインには、
マージ処理のあとにステージから出力されるデータが表示されています。この例では、データは上から順序
どおりにマッピングされています。

Lookup ステージ
Lookup ステージは、データを出力できる他のパラレル・ジョブ・ステージからメモリーに読み取られたデ
ータ・セットに対してルックアップ処理を実行する場合に使用する、処理ステージです。 ルックアップの
最も一般的な用途は、入力データ・セットの短いコードをルックアップ・テーブルにマッピングして、拡張
情報を取得することです。その情報は入力データに結合され、出力されます。
Lookup ステージは処理ステージです。データを出力する他のパラレル・ジョブ・ステージからメモリーに
読み取られたデータ・セットに対してルックアップ処理を実行する場合に使用します。また、DB2 または
Oracle データベースでルックアップを直接実行したり (これら 2 つのデータベースについては、それぞれ
の接続ガイドを参照してください)、Lookup File Set ステージ ( 155 ページの『Lookup File Set ステー
ジ』を参照) で設定されたルックアップ・テーブルのルックアップを実行することもできます。
ルックアップの最も一般的な用途は、入力データ・セットの短いコードをルックアップ・テーブルにマッピ
ングして、拡張情報を取得することです。その情報は入力データに結合され、出力されます。例えば、米国
の顧客の名前と住所を含む入力データ・セットがあるとします。入力データは、2 文字の米国郵便コードで
州を示しますが、州のフルネームをデータに含めるようにする必要があります。この場合は、州と一致する
コードのリストを含むルックアップ・テーブルを定義し、コードをキー列として定義します。Lookup ステ
ージは、各行を読み取る際に、そのキーを使用してルックアップ・テーブルで州をルックアップします。こ
れによって、出力リンクに定義した新しい列に州が追加され、州のフルネームが各住所に追加されます。デ
ータ・セットに誤った州コードが入力されていた場合、コードがルックアップ・テーブルに見つからず、レ
コードはリジェクトされます。
ルックアップは、行の検証にも使用できます。キー値に対応するエントリーがルックアップ・テーブルにな
い場合は、行がリジェクトされます。
Lookup ステージは、キー列の値に基づいて表を結合する 3 つのステージの 1 つです。ほかに次の 2 つ
のステージがあります。
v Join ステージ - 319 ページの『Join ステージ』
v Merge ステージ - 329 ページの『Merge ステージ』
3 つのステージの主な相違点は、使用するメモリー、キーが一致しない行の処理、入力データに対する要件
(ソートするかどうかなど) です。Lookup ステージと Join ステージの比較を参考に、どのステージを使用
するかを決定してください。
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Lookup ステージには、参照リンク、1 つの入力リンク、1 つの出力リンク、1 つのリジェクト・リンクを
設定できます。ルックアップ情報を提供するステージのタイプと設定に応じて、複数の参照リンクを設定で
きます (DB2 表または Oracle 表を直接ルックアップする場合、設定できる参照リンクは 1 つだけです)。
ルックアップ処理の設定の多くは、ルックアップ・テーブルを提供するステージで行われます。
入力リンクはソース・データ・セットからのデータを入力し、1 次 リンクとして知られています。次の図
に、ルックアップを実行するジョブの例を示します。
1 次リンクからのソース・データ・セットの各レコードに対して、Lookup ステージは参照リンクによって
アタッチされた各ルックアップ・テーブルでテーブル・ルックアップを実行します。テーブル・ルックアッ
プは、一連のルックアップ・キー 列の値に基づいて行われます。各テーブルにそのようなキー列のセット
が 1 つずつあります。キーは Lookup ステージで定義されます。Lookup File Set ステージを経由してア
クセスされるデータをルックアップする場合は、ルックアップ・ファイル・セットを作成したときにキーが
作成されます。
参照リンクで接続されるステージの両方に条件を指定できます (例えば、条件が満たされた場合のみ、ステ
ージがその参照リンクでルックアップを実行するなど)。
Lookup ステージは、入力リンクまたは参照リンクのデータのソートを必要としません。ただし、大容量の
ルックアップ・テーブルをメモリー内ルックアップすると、ページングが要求されるためパフォーマンスが
低下する恐れがあるので注意してください。

出力 データ・セットの各レコードには、ソース・レコードの列に加えて、対応するソース・レコードとル
ックアップ・レコードのルックアップ・キー列の値が同じ場合、対応するすべてのルックアップ・レコード
の列も設定されます。ルックアップ・キー列は、1 次リンクおよび参照リンクで同じ名前を持つ必要はあり
ません。
オプションのリジェクト・ リンクは、入力ルックアップ・テーブルに対応する項目が存在しないソース・
レコードを処理します。

範囲ルックアップ を実行することもできます。このルックアップはソース列の値をルックアップ・テーブ
ルの 2 つの列間の値の範囲と比較します。ソース列の値が必要な範囲の中にある場合、行は出力リンクに
渡されます。反対に、ルックアップ列の値を、2 つのソース列間の値の範囲と比較することもできます。範
囲ルックアップは、定数値でなく、列の値に基づいて実行しなければなりません。複数の範囲がサポートさ
れます。
Lookup ステージでのパーティションに関する特別な考慮事項がいくつかあります。ルックアップ・テーブ
ルでルックアップされるデータが、このデータを参照する入力データと同じパーティションにあるようにす
る必要があります。1 つの方法として、「全体」を使用してルックアップ・テーブルをパーティション化し
ます。もう 1 つの方法は、入力データと同じ方法でパーティション化します (これにはデータのソートが
含まれます)。
パラレル・ジョブ内の他の大部分のステージと異なり、Lookup ステージには独自のユーザー・インターフ
ェースがあります。 53 ページの『第 4 章 ステージ・エディター』で説明している汎用的なインターフェ
ースは使用しません。
Lookup ステージを編集する際には、ルックアップ・エディターが表示されます。左のペインは入力データ
およびルックアップ・データを表し、右のペインは出力データを表します。
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Lookup ステージと Join ステージの比較
InfoSphere DataStage は処理するデータの容量を認識していません。そのため、Join ステージまたは
Lookup ステージのどちらを使用してデータを結合すればよいかという適切な判断ができません。どちらを
使用すべきか決定する際のポイントを次に示します。
結合する 2 つのデータ・セットがあります。一方は 1 次データ・セットまたは駆動データ・セットです。
「結合の左側」と呼ぶこともあります。もう一方のデータ・セットは参照データ・セットです。「結合の右
側」とも呼ばれます。
あらゆるケースで、問題は参照データ・セットのサイズになります。コンピューターの RAM 物理メモリ
ーのサイズに比べて参照データ・セットが大容量のメモリーを占めると、Lookup ステージでスラッシング
が発生することがあります。処理に必要なすべての要素が RAM に既に格納された状態では、参照デー
タ・セットがそこに収まりきらないことがあるためです。その結果、パフォーマンスが大幅に低下します。
理由は、ルックアップ処理のたびにページ不在や入出力処理が発生することがあるからです (実際によく発
生する現象です)。
したがって、参照データ・セットが大き過ぎてエラーが発生する場合は、Join ステージを利用します。Join
ステージでは、駆動データ・セットおよび参照データ・セットのソートが高速で行われます。データが大き
過ぎるとそこで入出力処理が発生することがありますが、入出力はすべて高度に最適化され、順次、処理さ
れます。ソートが完了してしまえば、結合処理は超高速で進み、ページングやその他の入出力が発生するこ
とはまずありません。

ルックアップ例
この例は、データがルックアップ・テーブルでルックアップされる場合を示します。
この例の場合、ステージは、口座の種類に基づいて各顧客の金利をルックアップします。1 次リンクに到着
するデータは次のとおりです。
表 37. 入力データ
顧客

アカウント番号

アカウント・タイプ

残高

Latimer

7125678

plat

7890.76

Ridley

7238892

flexi

234.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

Hooper

7176672

flexi

3456.99

Moore

7146789

gold

424.76

ルックアップ・テーブルのデータは次のとおりです。
アカウント・タイプ
利率
bronze 1.25
silver

1.50

gold

1.75

plat

2.00

flexi

1.88
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fixterm
3.00
以下は Lookup ステージの出力です。
表 38. ステージの出力
顧客

アカウント番号

アカウント・タイプ

残高

利率

Latimer

7125678

plat

7890.76

2.00

Ridley

7238892

flexi

234.88

1.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

1.75

Hooper

7176672

flexi

3456.99

1.88

Moore

7146789

gold

424.76

1.75

次に、このシンプルなルックアップを実行するジョブを示します。
アカウント・データ・セットには、顧客の詳細および顧客の口座の種類が格納されています。金利は
Oracle 表に格納されています。Lookup ステージは次のように設定されています。
アカウント・データ・セットのすべての列は、出力リンクにマッピングされています。アカウント・デー
タ・セットの AccountType 列は、interest_rates 表の AccountType 列に結合されています。各行に対して、
AccountType は interest_rates 表でルックアップされ、対応する金利が返されます。
参照リンクには条件があります。条件はアカウント・データ・セットのすべての行で balance が NULL で
あるかどうかを調べます。balance が NULL の場合、行はリジェクト・リンクに送信されます (変更でき
るものが何もないため、リジェクト・リンクはルックアップ・エディターに表示されません)。

Lookup ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Lookup ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Lookup ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Lookup ステージを設定するときに必要な手順の詳細は、ルックアップするルックアップ・テーブルのタイ
プによって異なります。

メモリー内のルックアップ・テーブルの使用
他のステージからメモリーに読み取られたルックアップ・テーブルを使用する場合、データ入力ソース・ス
テージで必要な詳細、ルックアップ・テーブルを提供するステージで必要な詳細、ならびに Lookup ステ
ージで必要な詳細を指定する必要があります。

このタスクについて
他のステージからメモリーに読み取られたルックアップ・テーブルにアクセスするには、次の操作が必要で
す。
データ入力ソース・ステージで、次の操作を実行します。
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v データ・ソースの詳細 (例えば、File Set ステージを使用している場合はファイル・セットの名前) を指
定します。
v 必要な列のメタデータが指定されていることを確認します。
v このステージ・エディターの「必要最小限の操作」を実行します。
ルックアップ・テーブルを提供するステージで、次の操作を実行します。
v 必要な列のメタデータが指定されていることを確認します。
v このステージ・エディターの「必要最小限の操作」を実行します。
Lookup ステージで、次の操作を実行します。
v データ入力リンクから出力リンクに必要な列をマッピングします (ドラッグまたはコピー・アンド・ペー
ストで実行)。
v ルックアップ・テーブルから出力リンクに必要な列をマッピングします (ドラッグまたはコピー・アン
ド・ペーストで実行)。
v ルックアップに使用するキー列を指定します。キー列をデータ・リンクからルックアップ・テーブル・
リンクの「キー式」フィールドにドラッグするか、または、コピー・アンド・ペーストします。キー式
は、キー・フィールド (列定義で選択されたキー・フィールドを持つ列) でしか指定できないことに注意
してください。現在キーとして定義されていない列をドラッグした場合、この列をキーにするかどうか
を尋ねられます。この列に対して大/小文字を区別しないで比較を実行するには、「大/小文字を区別しな
い」チェック・ボックスを選択します。
ルックアップに条件を指定する場合、あるいは、リジェクト・リンクを使用する場合は、参照リンクの「出
力条件」ヘッダーをダブルクリックして、リンク・ショートカット・メニューから「出力条件」を選択する
か、またはツールバーの「出力条件」ボタンをクリックする必要があります。「Lookup ステージ出力条
件」ダイアログ・ボックスが表示されます。このタブでは次の作業を行うことができます。
v 参照リンクの 1 つが、ルックアップの実行時にエラーにならずに複数の行を返すことができるように指
定します (「複数行が返されるリンク」リストから関連する参照リンクを選択します)。
v 必要な参照の条件を指定します。「出力条件」ボックスをダブルクリックして (または、CTRL-E を押し
て)、式エディターを開きます。この式は、1 次リンクのすべての列、およびこのリンクの前に処理され
る参照リンクの列にアクセスできます。
v 各リンクで条件が満たされなかった場合の処理を指定します。
v 各リンクでルックアップが失敗した場合の処理を指定します。
範囲ルックアップを指定する場合は、ストリーム・リンクの「範囲」チェック・ボックスを選択するか、ま
たは参照リンクの「キー・タイプ」リストから「範囲」を選択します。次に「キー式」フィールドをダブル
クリックして、「範囲」ダイアログ・ボックスを開き、ここで、範囲式を作成します。
次に、Lookup ステージ用の「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開く必要があります。ス
テージ・エディターのツールバーから「ステージ・プロパティー」アイコンを選択するか、ステージ・エデ
ィターのショートカット・メニューから「ステージ・プロパティー」または「リンク・プロパティー」を選
択して、これを行います (「リンク・プロパティー」を選択すると、表示中のリンクが選択された状態でダ
イアログ・ボックスが開きます。そうでない場合は、「入力名」または「出力名」リストから正しいリンク
を選択する必要があります)。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、リンクが「1 次」や「ルックアップ」として正しく指定
されているかを確認し、必要であれば、並べ替えます (リンクがルックアップ・キャンバスに新しい順序
で表示されます)。
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v 特別なパーティション条件がない限り、「入力」ページの「パーティション」タブのデフォルトの自動
設定をそのまま使用します。

Oracle または DB2 データベースを直接使用する場合
Oracle データベースまたは DB2 データベースを直接使用する場合、データ入力ソース・ステージで必要
な詳細と、Oracle Enterprise ステージまたは DB2/UDB Enterprise ステージで必要な詳細を指定する必要が
あります。

このタスクについて
Oracle または DB2 データベース表で直接ルックアップを行う (スパース・モード) 場合、次の操作が必要
です。
データ入力ソース・ステージで、次の操作を実行します。
v データ・ソースの詳細 (例えば、File Set ステージを使用している場合はファイル・セットの名前) を指
定します。
v 必要な列メタデータが指定されていることを確認します (これは、別のステージで実行されている場合も
あります)。
v このステージ・エディターの「必要最小限の操作」を実行します。
Oracle または DB2/UDB Enterprise ステージで、次の操作を実行します。
v 「ルックアップ・タイプ」をスパースに設定します。スパースに設定しなかった場合は、ルックアップ
がメモリー内ルックアップとして実行されます。
v データベース表への接続に必要な詳細を指定します。
v 必要な列メタデータを必ず指定します (これは、「ランタイム列伝搬」を指定している場合は完全に省略
される場合もあります)。
詳細は、この 2 つのデータベースに対する各接続ガイドを参照してください。
Lookup ステージで、次の操作を実行します。
v データ入力リンクから出力リンクに必要な列をマッピングします (ドラッグまたはコピー・アンド・ペー
ストで実行)。
v ルックアップ・テーブルから出力リンクに必要な列をマッピングします (ドラッグまたはコピー・アン
ド・ペーストで実行)。
ルックアップに条件を指定する場合、あるいは、リジェクト・リンクを使用する場合は、「出力条件」ヘッ
ダーをダブルクリックして、リンク・ショートカット・メニューから「出力条件」を選択するか、またはツ
ールバーの「出力条件」アイコンをクリックする必要があります。「Lookup ステージ出力条件」ダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このタブでは次の作業を行うことができます。
v リンクでルックアップが失敗した場合の処理を指定します。
範囲ルックアップを指定する場合は、ストリーム・リンクの「範囲」チェック・ボックスを選択するか、ま
たは参照リンクの「キー・タイプ」リストから「範囲」を選択します。次に「キー式」フィールドをダブル
クリックして、「範囲」ダイアログ・ボックスを開き、ここで、範囲式を作成します。
次に、Lookup ステージ用の「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開く必要があります。ス
テージ・エディターのツールバーから「ステージ・プロパティー」アイコンを選択するか、ステージ・エデ
ィターのショートカット・メニューから「ステージ・プロパティー」または「リンク・プロパティー」を選
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択して、これを行います (「リンク・プロパティー」を選択すると、表示中のリンクが選択された状態でダ
イアログ・ボックスが開きます。そうでない場合は、「入力名」または「出力名」リストから正しいリンク
を選択する必要があります)。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、リンクが「1 次」や「ルックアップ」として正しく指定
されているかを確認し、必要であれば、並べ替えます。
v 特別なパーティション条件がない限り、「入力」ページの「パーティション」タブのデフォルトの自動
設定をそのまま使用します。

ルックアップ・ファイル・セットの使用
ルックアップ・ファイル・セットにあるルックアップ・テーブルを使用する場合、データ入力ソース・ステ
ージで必要な詳細と、Lookup File Set ステージで必要な詳細を指定する必要があります。

このタスクについて
InfoSphere DataStage を使用して、以前に作成したルックアップ・ファイル・セットにあるルックアップ・
テーブルにアクセスする場合、次のようにする必要があります。
データ入力ソース・ステージで、次の操作を実行します。
v データ・ソースの詳細 (例えば、File Set ステージを使用している場合はファイル・セットの名前) を指
定します。
v 必要な列のメタデータが指定されていることを確認します。
v このステージ・エディターの「必要最小限の操作」を実行します。
Lookup File Set ステージで、次の操作を実行します。
v ルックアップ・テーブルが含まれているファイル・セットの名前を指定します。
v 範囲ルックアップを実行する場合は、上限と下限の列 (または、ルックアップがリバースされる場合は、
制限列) を指定します。
v ルックアップ・テーブルを含むファイル・セットが作成されたときにキー列が指定されていることを確
認します。
v 必要な列のメタデータが指定されていることを確認します。
Lookup File Set ステージに関する詳細は、 155 ページの『Lookup File Set ステージ』を参照してくださ
い。
Lookup ステージで、次の操作を実行します。
v データ入力リンクから出力リンクに必要な列をマッピングします (ドラッグまたはコピー・アンド・ペー
ストで実行)。
v ルックアップ・テーブルから出力リンクに必要な列をマッピングします (ドラッグまたはコピー・アン
ド・ペーストで実行)。
ルックアップ・ファイル・セットを使用しているため、実行すべきマッピングは以上です。ルックアップの
キー列はルックアップ・ファイル・セットを作成した時点で定義済みです。
範囲ルックアップを実行する場合は、ストリーム・リンクの「範囲」チェック・ボックスを選択するか、ま
たは参照リンクの「キー・タイプ」リストから「範囲」を選択します。次に「キー式」フィールドをダブル
クリックして、「範囲」ダイアログ・ボックスを開き、ここで、範囲式を作成します。
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次に、Lookup ステージ用の「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開く必要があります。ス
テージ・エディターのツールバーから「ステージ・プロパティー」アイコンを選択するか、ステージ・エデ
ィターのショートカット・メニューから「ステージ・プロパティー」または「リンク・プロパティー」を選
択して、これを行います (「リンク・プロパティー」を選択すると、表示中のリンクが選択された状態でダ
イアログ・ボックスが開きます。そうでない場合は、「入力名」または「出力名」リストから正しいリンク
を選択する必要があります)。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、リンクが「1 次」や「ルックアップ」として正しく指定
されているかを確認し、必要であれば、並べ替えます。
v 特別なパーティション条件がない限り、「入力」ページの「パーティション」タブのデフォルトの自動
設定をそのまま使用します。

ルックアップ・エディターのコンポーネント
ルックアップ・エディターには次のコンポーネントがあります。
ルックアップ・エディターには次のコンポーネントがあります。

Lookup ステージ: ツールバー
Lookup ステージのツールバーには、ここにリストするボタンが含まれています。例えば、ステージ・プロ
パティー、制約、すべて表示、切り取り、コピー、列定義のロードなどのボタンがあります。
ルックアップ・エディターのツールバーには、以下のボタンがあります (左から右の順)。
v ステージ・プロパティー
v 制約
v すべて表示
v ステージ変数表示/非表示
v 切り取り
v コピー
v 貼り付け
v 検索/置換
v 列定義のロード
v 列定義の保存
v 列自動マッチング
v 入力リンク実行順序
v 出力リンク実行順序

Lookup ステージ: リンク領域
画面上部のリンク領域には、Lookup ステージに接続されるリンクが表示され、それぞれのリンクの列と、
各列間の関係が示されます。
このリンク領域は 2 つのペインに分割されています。ペインの間のスプリッター・バーをドラッグしてペ
インをサイズ変更できます。また、水平スクロール・バーもあり、表示を左右にスクロールできます。
左のペインは入力リンク、右のペインは出力リンクを表示します。無効な出力仕様が定義されている出力列
は、赤色で表示されます。無効なキー式を含む参照リンク入力キー列も、赤色で表示されます。
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ルックアップ・エディター内では、一度に 1 つのリンクを選択できます。選択すると、リンクのタイト
ル・バーが強調表示され、そのリンク内で列が選択されている場合は矢印でその列が示されます。

Lookup ステージ: メタデータ領域
Lookup ステージの場合、下部領域がメタデータ領域で、左右 2 つのペインに分割されています。左のペ
インに入力リンクのメタデータが表示され、右のペインに出力リンクのメタデータが表示されます。
各リンクのメタデータは、タブ付きページにグリッドで表示されます。タブをクリックすると、必要なリン
クが前面に表示されます。リンクはリンク領域でも選択できます。
リンク領域でリンクを選択すると、そのメタデータのタブが自動的に前面に表示されます。
グリッドを編集して、リンクの列メタデータを変更できます。メタデータの追加や削除も可能です。
他のステージ・エディターの列メタデータ・グリッドと同様に、コンテキスト・メニューの「行の編集」
で、メタデータ定義全体を編集することもできます (「列」タブを参照してください)。

Lookup ステージ: ショートカット・メニュー
リンク領域のリンクを右クリックすると、ルックアップ・エディターのショートカット・メニューが表示さ
れます。
右クリックして表示されるメニューは、入力リンク、出力リンクでそれぞれ多少異なります。入力リンクの
メニューでは入力列の処理ができるのに対し、出力リンクのメニューでは出力列と出力仕様の処理ができま
す。
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージのプロパティーあるいはリンク
のプロパティーを指定する。
v 「Lookup ステージ出力条件」ダイアログ・ボックスを開いて、条件付きルックアップを指定する。
v 「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスを開く。
v 「検索/置換」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 「選択」ダイアログ・ボックスを表示する。
v 出力仕様を検証またはクリアする。
v 選択したリンクに新しい列を追加する。
v リンクのすべての列を選択する。
v 列を挿入または削除する。
v 列、キー式、出力仕様を切り取る、コピーする、または貼り付ける。
リンク領域の背景部分でメニューを表示した場合は、次のことができます。
v 「ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスを開いて、ステージのプロパティーあるいはリンク
のプロパティーを指定する。
v 「Lookup ステージ出力条件」ダイアログ・ボックスを開いて、条件付きルックアップを指定する。
v 「リンク実行順序」ダイアログ・ボックスを開いて、リンクを処理する順序を指定する。
v すべてのリンクのリンク関係を表示するか、選択されているリンクのみのリンク関係を表示するかを切
り替える。
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ルックアップ・エディターのメタデータ領域を右クリックすると、ショートカット・メニューを編集する標
準グリッドが開きます。

Lookup ステージの編集
ルックアップ・エディターを使用すると、Lookup ステージでさまざまな処理を実行できます。
ルックアップ・エディターを使用すると、Lookup ステージで次の処理を実行できます。
v リンク上に新しい列を作成する。
v リンク内から列を削除する。
v リンク内で列を移動する。
v 列メタデータを編集する。
v キー式を指定する。
v 入力列を出力列にマッピングする。

ドラッグ・アンド・ドロップの使用
多くの Lookup ステージの編集は、ルックアップ・エディターのドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用
すると簡単に行うことができます。

このタスクについて
任意のリンク間で列をドラッグできます。一般的な使用法は次のとおりです。
v 出力リンクへの入力列のコピー
v リンク内での列の移動
v 出力仕様またはキー式の設定

手順
1. ソースのセルをクリックして選択します。
2. 選択したセルをもう一度クリックし、マウス・ボタンを押したままで、マウス・ポインターをターゲッ
ト・リンク内の目的の位置にドラッグします。ターゲットのリンクに挿入ポインターが表示され、新し
いセルを挿入する場所を示します。新規列の作成または出力仕様の設定に利用できます。実際のアクシ
ョンはドロップする場所により異なります。
3. マウス・ボタンを離し、選択したセルをドロップします。

タスクの結果
複数の列、キー式、出力仕様をドラッグできます。標準のエクスプローラー・キーを使用してソース列のセ
ルをいくつか選択し、その後は 1 つのセルの場合と同様に実行します。
リンクのタイトルをドラッグすると、列のセット全体をドラッグ・アンド・ドロップできます。

検索と置換機能
Lookup ステージでは、列の検索/置換機能を使用して特定の列または式を見つけ、それを変更することがで
きます。

このタスクについて
複数の列を格納する入力リンクや出力リンクが Lookup ステージに複数あるような、複雑なジョブで作業
をしている場合、列の検索/置換機能を使用して特定の列や式を検索し、変更できます。
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検索/置換機能で次のことができます。
v 列名の検索と置換
v 式テキストの検索と置換
v 次の空の式の検索
v 次にエラーを含む式の検索
検索/置換機能を使用するには、次のいずれかを行います。
v ツールバーの「検索/置換」ボタンをクリックします。
v リンクのショートカット・メニューから「検索/置換」を選択します。
v Ctrl-F を押します。
「検索と置換」ダイアログ・ボックスが表示されます。これには、次の 3 つのタブがあります。
v 「式テキスト」。式の中の特定のストリングのオカレンスを見つけ、必要な場合は置換できます。上下
方向に検索ができ、大/小文字の区別、文字列の完全一致、またはそのどちらも指定しない検索を選択で
きます。式の中の特定ストリングのすべてのオカレンスを置換するようにも選択できます。
v 「列名」。特定の列を検索し、必要であればその名前を変更できます。上下方向に検索ができ、大/小文
字の区別、文字列の完全一致、またはそのどちらも指定しない検索を選択できます。
v 「式タイプ」。次の空の式、あるいは、エラーが含まれる次の式を検索できます。次の空の式を検索す
るには Ctrl-M を押し、次にエラーが含まれる式を検索するには、Ctrl-N を押します。
注: 検索と置換の結果は、「ツール」 > 「オプション」 で指定した色で表示されます。
F3 を押せば、「検索と置換」ダイアログ・ボックスを開かずに最後の検索を反復できます。

選択機能
複数の列を含む入力リンクや出力リンクが Lookup ステージに複数あるような、複雑なジョブで作業をし
ている場合、列の選択機能を使用して複数の列を選択できます。

このタスクについて
選択機能では、次のことができます。
v 指定されたテキストと一致するテキストを含む式を持つ、すべての列の選択。
v 指定されたテキストを含む名前を持つ (さらにオプションで、指定のタイプに一致するものに限定するこ
とも可能)、すべての列の選択。
v 特定のデータ・タイプを持つすべての列の選択。
v 不足の式または無効な式を持つすべての列の選択。
選択機能を使用するには、リンクのショートカット・メニューから「選択」を選択します。「選択」ダイア
ログ・ボックスが表示されます。これには、次の 3 つのタブがあります。
v 「式テキスト」。「式テキスト」タブを使用すると、指定されたテキストと一致するテキストを含む式
を持つ、すべての列/ステージ変数を選択できます。指定されたテキストは、「大/小文字の区別」設定を
考慮に入れた単純なテキスト・マッチングに使用されます。
v 「列名」。「列名」タブを使用すると、指定されたテキストを含む名前を持つ、すべての列/ステージ変
数を選択できます。さらに「データ・タイプ」リストがあり、選択した列を特定のデータ・タイプで絞
り込めます。「データ・タイプ」リストを自在に使用して、特定のデータ・タイプの列をすべて選択で
きます。例えば、テキスト・フィールドをブランクのままにして、データ・タイプにストリングを選択
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すると、すべてのストリング列を選択できます。リストのデータ・タイプは汎用データ・タイプであ
り、列の SQL データ・タイプは、それぞれ汎用タイプのいずれかに属しています。
v 「式タイプ」。「式タイプ」タブを使用して、式が空であるか、または式が無効である列をすべて選択
することができます。

列の作成と削除
列の作成と削除を行うためのさまざまな方法について示します。

このタスクについて
Lookup ステージへのリンクの列は、次のいずれかの方式を使用して作成できます。
v リンクを選択し、次にツールバーの「列定義のロード」ボタンをクリックして標準のロード列ダイアロ
グ・ボックスを開きます。
v ドラッグ・アンド・ドロップまたはコピー・アンド・ペースト機能を使用して、他のリンクの既存の列
をコピーして新しい列を作成します。
v ショートカット・メニューを使用して新しい列定義を作成します。
v リンクのメタデータ・タブのグリッドを編集して、新しい列を挿入します。
列をコピーすると、新しい列は、コピー元の列と同じメタデータを使用して作成されます。
ルックアップ・エディター内から列を削除するには、削除する列を選び、「切り取り」ボタンをクリックす
るか、または、ショートカット・メニューから「列の削除」を選択します。

リンク内での列の移動
Lookup ステージでは、ドラッグ・アンド・ドロップまたはカット・アンド・ペーストの機能を使用して、
リンク内で列を移動できます。

このタスクについて
ドラッグ・アンド・ドロップまたはカット・アンド・ペーストの機能を使用して、リンク内で列を移動しま
す。移動する列を選択して新しい場所にドラッグするか、または、切り取って新しい場所に貼り付けます。

列メタデータ編集
ルックアップ・エディターの下部にあるグリッド内から列メタデータを編集できます。

このタスクについて
ルックアップ・エディターでは、下部にあるグリッド内から列メタデータを編集します。編集するリンク・
メタデータのタブを選択し、 InfoSphere DataStage の標準の編集グリッド制御を使用します。
表示されたメタデータは、列の出力仕様を含んでいません。これらはリンク領域で編集されます。

出力列の出力仕様の定義
ルックアップ・エディター内から、いくつかの方法で出力列の出力仕様を定義できます。

このタスクについて
次のいずれかの方法を選択し、ルックアップ・エディター内から出力列の出力仕様を定義します。
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v 入力列 (データ入力または参照入力からの) を出力列にマッピングするには、ドラッグ・アンド・ドロッ
プ、または、コピー・アンド・ペーストを使用して入力列を出力リンクにコピーします。出力列は取得
した入力列と同じ名前になります。
v 出力列が既に存在する場合は、入力列を出力列の「出力仕様」フィールドにドラッグ、あるいは、コピ
ーすることができます。これによって、列が直接入力列から取得され、変換処理は実行されません。
v 列自動マッチング機能を使用して、出力列を、一致する入力列から取得するように自動的に設定できま
す。
出力仕様が赤色 (または「ツール」 > 「オプション」で定義した色) で表示された場合、ルックアップ・
エディターがその仕様を正しくないと判断したことを意味します。無効とされた原因は、ショートカット・
メニューから「出力仕様の検証」を選択して確認できます。
入力リンク列を含む出力仕様が出力リンク列に定義されると、入力列と出力列の間に関係の線が引かれま
す。列の間に 1 つ以上の関係の線が引かれることもあります。ツールバーのボタンを使用して、すべての
リンクの関係を表示するか、または、選択したリンクの関係を表示するかのいずれかを選択できます。
列自動マッチング機能:
列自動マッチング機能を使用して、出力リンクの列を、入力リンクの一致する列から派生するよう自動的に
設定できます。
このタスクについて
これは、出力リンクの列を入力リンク上の一致する列から取得するように自動的に設定することができる、
時間の節約になる機能です。この機能を使用すると、すべての出力リンクの出力仕様に、対応する入力列か
らデータを送るように設定することができます。その後、個別の出力リンク列で異なる出力仕様を使用した
い場合は、それぞれの出力リンクに戻って、編集することができます。
手順
1. 次のいずれかを行います。
v ルックアップ・エディターのツールバーで「自動マッチング」ボタンをクリックします。
v 入力リンクのヘッダーまたは出力リンクのヘッダーのショートカット・メニューから「自動マッチン
グ」を選択します。
「列自動マッチング」ダイアログ・ボックスが表示されます。
リストから、列を入力リンクと一致させる出力リンクを選択します。
2. 「マッチング・タイプ」領域の「位置マッチング」または「名前の一致」をクリックします。
「位置マッチング」を選択した場合、出力列の出力仕様には、対応する位置の入力リンク列が設定され
ます。入力リンクの最初の列が出力リンクの最初の列に対応付けられ、最後の入力列まで同じように対
応付けられます。
3. 「OK」をクリックして、自動マッチングを実行します。
注: 自動マッチングでは、一致する列のデータ・タイプの非互換性は考慮されません。データ・タイプ
が非互換でも、出力仕様は設定されます。

入力列のキー式の定義
参照入力のキー・フィールドに対してキー式を定義できます。
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このタスクについて
参照入力のキー・フィールドに対してキー式を定義します。これは、出力列の出力仕様を定義する場合と似
ています。
キー式は、1 次入力リンク列からの等価結合になります。次の 2 とおりの方法で指定できます。
v ドラッグ・アンド・ドロップを使用して、1 次入力リンク列を適切なキー式セルにドラッグします。
v コピー・アンド・ペーストを使用して、1 次入力リンク列をコピーして適切なキー式セルに貼り付けま
す。
1 次入力リンク列とキー式の間には関係リンクが引かれます。
また、ドラッグ・アンド・ドロップやコピー・アンド・ペーストを使用して既存のキー式を他の入力列にコ
ピーしたり、複数の選択内容をドラッグまたはコピーしたりできます。
キー式が赤色 (または「ツール」 > 「オプション」で定義した色) で表示された場合、トランスフォーマ
ー・エディターがその式を正しくないと判断したことを意味します。無効とされた原因は、ショートカッ
ト・メニューから「出力仕様の検証」を選択して確認できます。

Lookup ステージのプロパティー
Lookup ステージの「プロパティー」ダイアログでは、このステージの処理方法の詳細を指定できます。
Lookup ステージの「プロパティー」ダイアログ・ボックスでは、ステージの詳細な動作を指定できます。
「Lookup ステージ・プロパティー」ダイアログ・ボックスには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。Lookup ステージへの入力データの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。Lookup ステージからの出力リンクの詳細を指定します。

Lookup ステージ: 「ステージ」ページ
Lookup ステージの性質は、Lookup ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「詳細」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「リンク順序」タブでは、入力リンクが処理される順序を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。「ビルド」タブでは、このステージのデフォルトのコンパ
イラーとリンカー・フラグをオーバーライドできます。
Lookup ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
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v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。ストリーム・リンクの直前のステージと同じ
設定が使用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ内の次の
ステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そのように要求しま
す。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、リ
ストから項目を選択できます。リストの項目は構成ファイルから設定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
Lookup ステージ: 「リンク順序」タブ:
このタブでは、1 次リンクとして指定する入力リンク、および、参照リンクを処理する順序を指定できま
す。
デフォルトでは、入力リンクは追加された順序で処理されます。順序を変えるには、入力リンクを選択して
から上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。
このタブには、ツールバーの「入力リンク実行順序」ボタンをクリックするか、ショートカット・メニュー
から「入力リンクの順序を変更」を選択してもアクセスできます。
Lookup ステージ: 「NLS ロケール」タブ:
Lookup ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示され
ます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりでき
ます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Lookup ステージでは、キ
ー・フィールドの順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リスト
の横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指
定します。
Lookup ステージ: 「ビルド」タブ:
Lookup ステージでは、C++ コードを使用してルックアップを実行できる場合もあります。
この場合、「ビルド」タブを使用して、ジョブまたはプロジェクトに設定されているコンパイラー・フラグ
およびリンカー・フラグをオーバーライドできます。このタブで指定するフラグは、このステージだけに有
効です。使用可能なフラグは、プラットフォームおよびコンパイラーによって異なります。

Lookup ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットと参照リンクの詳細を指定できます。「入力名」リストからリン
クを選択し、処理するリンクを指定します。
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「入力」ページでは、入力データ・セットと参照リンクの詳細を指定できます。「入力名」リストからリン
クを選択し、処理するリンクを指定します。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。メモリー内ルックアップを実行する場
合、「全般」タブには次の 2 つのフィールドが追加されます。
v 「保存先ルックアップ・ファイル・セット」。ルックアップ・データを保存するルックアップ・ファイ
ル・セットを指定できます。
v 「ディスク・プール」。ファイル・セットが書き込まれるディスク・プールの名前を指定します。ジョ
ブ・パラメーターを指定することもできます。
「パーティション」タブでは、ソース・データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法
を指定できます。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Lookup ステージのパーティションの詳細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、 53 ページの『第 4 章 ステージ・エディター』を参照してください。
Lookup ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、ルックアップを実行する前に入力データをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。
また、ルックアップの前にデータをソートするように指定することもできます。参照リンクではパーティシ
ョン化もソートも指定できないことに注意してください。これらはソース・ステージで指定します。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。ジョブ内の直前のステージで
「パーティションの保持」オプションが設定されている場合、このステージでは、入力データのパーティシ
ョンが維持できなければ、ジョブ実行時に警告を出します。
Lookup ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブを使用すると、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、この
タブの処理は以下によって決まります。
v Lookup ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Lookup ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」リスト
から選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティションをオーバー
ライドします。
必ず「全体」方式を使用してルックアップ・テーブルをパーティション化することが必要な場合もありま
す。これによって、ルックアップの対象として必要なデータ・セット全体が必ずルックアップ・テーブルに
含まれるようになります。データベース内のルックアップ対象のルックアップ・ファイルおよびルックアッ
プ・テーブルについては、それぞれのステージでパーティション化が実行されます。
順次モードで Lookup ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」リストから選択して、コレクション方式を設定することができま
す。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Lookup
ステージのデフォルトの方法です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Lookup ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、ルックアップを実
行するように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステー
ジで入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステ
ージでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうか
は、選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では
使用できません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
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v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Lookup ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Lookup ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Lookup ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。ルックアップが失敗した場合にレコードが送
信される 1 つのリジェクト・リンクも設定できます。「出力リンク」リストで、メインの出力リンク (ス
トリーム・リンク) の詳細を表示するか、あるいは、リジェクト・リンクの詳細を表示するかを選択できま
す。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「高度」タブでは、出力リンクのデ
フォルトのバッファリング設定を変更できます。
Lookup ステージ: リジェクト・リンク:
リジェクト・リンクを使用して、Lookup ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクに対するマッピングの設定や列定義の編集は行えません。このリンクは 1 次入力リン
クの列定義を使用します。

Lookup ステージ出力条件
ルックアップのための条件と、ルックアップ結果に応じて実行されるアクションは、「Lookup ステージ出
力条件」ダイアログ・ボックスから指定できます。
Lookup ステージには「Lookup ステージ出力条件」ダイアログ・ボックスがあり、次のことを指定できま
す。
v ルックアップで複数行を返すことができる参照リンク (存在する場合)。
v 参照リンクでルックアップが実行される前に満たされていなければならない条件。
v 参照リンクで条件が満たされなかった場合のアクション。
v リンクのルックアップが失敗した場合のアクション。
次のいずれかの方法で「Lookup ステージ出力条件」ダイアログ・ボックスを開くことができます。
v 参照リンクで「出力条件」バーをダブルクリックする。
v 背景のショートカット・メニューから「出力条件」を選択する。
v 「出力条件」ツールバー・ボタンをクリックする。
v リンクのショートカット・メニューから「出力条件」を選択する。
適正に複数の行を返すことのできる参照リンクを指定するには、次の操作を行います。
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v 「複数行が返されるリンク」リストからリンク名を選択します (複数行を返すことを許可されるのは 1
つの Lookup ステージにつき 1 つの参照リンクのみです。また、この機能はメモリー内のルックアップ
でのみ使用できます)。
参照リンクに条件を指定するには、次の操作を行います。
v 出力条件を指定するリンクの「出力条件」フィールドをダブルクリックします。フィールドが展開して
条件を入力できるようになります。また、参照ボタンをクリックすると、式エディターが開き、効率よ
く式を指定できます。結果を真/偽で返す条件を指定してください (例えば、DSLINK1.COL1 > 0)。
指定した条件が満たされなかった場合のアクションを指定するには、次の操作を行います。
v 「条件不一致時」リストからアクションを選択します。選択できるアクションは次のとおりです。
– 「続行」。 そのリンクから渡されたフィールドには、NULL 可能な場合は NULL が、それ以外の場
合はデフォルト値が設定されます。ほかにルックアップ処理が存在する場合は、処理を続行し、その
後で行を出力リンクに送信します。
– 「ドロップ」。行をドロップして、次のルックアップに進みます。
– 「失敗」。ジョブに致命的エラーを発行させ、ジョブを停止します。
– 「リジェクト」。行をリジェクト・リンクに送信します。
リンクのルックアップで失敗した場合のアクションを指定するには、次の操作を行います。
v 「ルックアップ失敗時」リストからアクションを選択します。選択できるアクションは次のとおりで
す。
– 「続行」。 そのリンクから渡されたフィールドには、NULL 可能な場合は NULL が、それ以外の場
合はデフォルト値が設定されます。ほかにルックアップ処理が存在する場合は、処理を続行し、その
後で行を出力リンクに送信します。
– 「ドロップ」。行をドロップして、次のルックアップに進みます。
– 「失敗」。ジョブに致命的エラーを発行させ、ジョブを停止します。
– 「リジェクト」。行をリジェクト・リンクに送信します。

範囲ルックアップ
範囲ルックアップを定義できます。

このタスクについて
範囲ルックアップは、Lookup ステージのストリーム・リンクまたは参照リンクに対して定義できます。ス
トリーム・リンクの場合、ルックアップはソース列の値を 2 つのルックアップ列の範囲内の値と比較しま
す。参照リンクの場合、ルックアップはルックアップ列の値を 2 つのソース列の範囲内の値と比較しま
す。複数の範囲がサポートされます。

手順
1. ルックアップする列を選択します。
v ストリーム・リンクのルックアップを定義するには、リンク領域のソース列の横にある「範囲」チェ
ック・ボックスを選択します。
v 参照リンクのルックアップを定義するには、メタデータ領域の参照列の横にある「キー」チェック・
ボックスを選択します。リンク領域で、「キー・タイプ」リストから「範囲」を選択します。参照リ
ンクのデータはソートされている必要があります。(ヒント: 参照リンクに対して
APT_NO_SORT_INSERTION 環境変数が使用され、「真」に設定されているか確認します。
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APT_NO_SORT_INSERTION 環境変数が「真」に設定されている場合は、参照リンクで Sort ステー
ジを指定して、データがソートされるようにする必要があります。)
2. 選択した列の横の「キー式」フィールドをダブルクリックして、「範囲」ダイアログ・ボックスを開き
ます。
3. 「ルックアップ・リンク」リストからリンクを選択します。(参照リンク上にルックアップを定義してい
る場合、デフォルトでストリーム・リンクが表示されます。)
4. 上限と下限の範囲列と必要な演算子を選択して範囲式を定義します。例えば、次のようにします。
Account_Detail.Trans_Date >= Customer_Detail.Start_Date AND
Account_Detail.Trans_Date <= Customer_Detail.End_Date

式をビルドすると、その式が「式」ボックスに表示されます。
5. ルックアップで大/小文字を区別しない場合は、「大/小文字を区別しない」を選択します。
6. 「OK」をクリックします。

InfoSphere DataStage 式エディター
InfoSphere DataStage 式エディターは、Lookup ステージの編集時に適切な式を入力できるよう支援しま
す。
式エディターには次のような機能があります。
v 式エレメントの入力を容易にします。
v 頻繁に使用される変数の名前を補完入力します
v 式を検証できます。
式エディターは、次の場所から開けます。
v 「Lookup ステージ出力条件」ダイアログ・ボックス

式のフォーマット
式のフォーマットを示します。
式のフォーマットは次のとおりです。
KEY:
something_like_this
is a token
something_in_italics
is a terminal, that is, does not break down any
further
|
is a choice between tokens
[
is an optional part of the construction
"XXX"
is a literal token (that is, use XXX not
including the quotes)

=================================================
expression ::=
function_call |
variable_name |
other_name |
constant |
unary_expression |
binary_expression |
if_then_else_expression |
substring_expression |
"(" expression ")"
function_call ::= function_name "(" [argument_list] ")"
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argument_list ::= expression | expression "," argument_list
function_name ::=
name of a built-in function |
name of a user-defined_function
variable_name ::=
job_parameter name
other_name ::=
name of a built-in macro, system variable, and so on.
constant ::= numeric_constant | string_constant
numeric_constant ::= ["+" | "-"] digits ["." [digits]] ["E" | "e" ["+" | "-"] digits]
string_constant ::=
"’" [characters] "’" |
""" [characters] """ |
"¥" [characters] "¥"
unary_expression ::= unary_operator expression
unary_operator ::= "+" | "-"
binary_expression ::= expression binary_operator expression
binary_operator ::=
arithmetic_operator |
concatenation_operator |
matches_operator |
relational_operator |
logical_operator
arithmetic_operator ::= "+" | "-" | "*" | "/" | "^"
concatenation_operator ::= ":"
relational_operator ::=
"
=" |"EQ" |
"<>" | "#" | "NE" |
">" | "GT" |
">=" | "=>" | "GE" |
"<" | "LT" |
"<=" | "=<" | "LE"
logical_operator ::= "AND" | "OR"
if_then_else_expression ::= "IF" expression "THEN" expression "ELSE" expression
substring_expression ::= expression "[" [expression ["," expression] "]"
field_expression ::=
expression "[" expression ","
expression ","
expression "]"
/*
That is, always 3 args
注: 「AND」、「IF」、「EQ」などのキーワードは大文字でも小文字でもかまいません。

式の入力
Lookup ステージでは、挿入点が式ボックス内にある場合は常に、式エディターを使用して、式の次のエレ
メントの候補を確認することができます。

このタスクについて
挿入点が式ボックス内にある場合は常に、式エディターを使用して、式の次のエレメントの候補を確認する
ことができます。これを実行するには、ボックスを右クリックするか、ボックスの右側にある「候補」ボタ
ンをクリックします。「オペランド候補」または「演算子候補」メニューが開きます。表示されるメニュー
はコンテキストによって決まります。すなわち、次の式のエレメントとしてオペランドまたは演算子のどれ
を入力するかによって決まります。このメニューから選択可能な関数については、 807 ページの『付録 B.
パラレル変換処理関数』に説明があります。DS マクロについては、「InfoSphere DataStageパラレル・ジョ
ブ上級開発者ガイド」に説明があります。式エディターで使用するカスタム・ルーチンを指定することもで
きます (「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参照してください)。

変数名の自動入力
Lookup ステージでは、式エディターは変数名を保存しています。以前に使用した変数名を入力するには、
最初の数文字を入力します。F5 キーを押すと、式エディターが変数名の残りの部分を自動入力してくれま
す。
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このタスクについて
式エディターは変数名を保存しています。以前に使用したことのある変数名を入力する際に、最初の数文字
を入力してから、F5 キーを押します。ユーザーの代わりに、式エディターが変数名の残りの部分を自動入
力してくれます。
入力リンク名に続けてピリオドを入力すると (例えば、DailySales.)、式エディターはリンクの列名のリス
トを表示します。入力を続けると、リストの選択肢が入力に応じて変化します。マウスで列名を選択するこ
ともできます。Tab キーまたは Enter キーで、選択した列名を式に入力します。列名を選択せずに、リス
トを終了させる場合は Esc キーを押します。

式の検証
この機能を使用して、Lookup ステージの式を検証します。トランスフォーマー・エディターで入力した式
の構文が適切であるか、また、使用する変数名がコンパイラーの基準を満たしているかについて、式エディ
ターでチェックします。

このタスクについて
ルックアップ・エディターで式を入力したら、Enter キーを押して式を検証します。式エディターは、構文
が適切であるか、また、使用する変数名がコンパイラーの基準を満たしているかについてチェックを行いま
す。
エラーがあった場合、メッセージが表示され、式ボックスにエラーを発生させたエレメントが強調表示され
ます。式を修正することも、ルックアップ・エディターまたは「ルックアップ」ダイアログ・ボックスを閉
じることもできます。
任意の式でショートカット・メニューから「検証」を選択すると、その式が検証され、エラーがあればメッ
セージ・ボックスに表示されます。

式エディターの終了
Lookup ステージで式エディターを終了するための、さまざまな方法を示します.

このタスクについて
次の方法で式エディターを終了できます。
v Esc キーを押します (変更を破棄します)。
v Return キーを押します (変更を適用します)。
v 式エディター・ボックスの外側をクリックします (変更を適用します)。

式エディターの構成
Lookup ステージでは、デザイナー・オプションを編集して、式エディターを構成します。「式エディタ
ー」ウィンドウはドラッグしてサイズ変更できます。

このタスクについて
「式エディター」ウィンドウはドラッグしてサイズ変更できます。同じクライアント、同じ状況 (例えば、
出力列の編集など) では、次に式エディターを開いたときに、同じサイズでウィンドウが開きます。
デザイナー・オプションを編集して、式エディターを構成できます。これによって、式エディターの「利用
方法」を指定できます。詳細は、「InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント・ガイド」を参照して
ください。
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Sort ステージ
Sort ステージは、パラレル・ジョブ・ステージ・エディターの「入力」ページの「パーティション」タブ
で指定できるソート機能より複雑なソート処理を実行する場合に使用する、処理ステージです。
ジョブをわかりやすくする目的で、より明示的で単純なソート処理を挿入する場合にも、Sort ステージを
使用できます。Sort ステージにはソートするデータを含む 1 つの入力リンク、およびソート済みデータを
含む 1 つの出力リンクがあります。

ソートを実行する基準としてソート・キーを指定します。キーとはデータをソートする列です。例えば、名
前列がある場合、その列をソート・キーとして指定して、名前のアルファベット順リストを作成できます。
ステージでキーとして指定する最初の列は主キーです。ただし、追加の 2 次キーを指定できます。主キー
列の値が同じ行が複数ある場合、InfoSphere DataStage は 2 次列を使用してそれらの行をソートします。
次に示すように、順次モードでデータ・セット全体をソートでき、また、パラレル・モードでパーティショ
ン内のデータをソートできます。
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ステージは、ソートを実行するときに一時ディスク・スペースを使用します。一時スペースは、次の場所か
ら次の順序で確保されます。
1. ディスク・プール・ソートのスクラッチ・ディスク (構成ファイルにディスク・プールを作成できま
す)。
2. デフォルトのディスク・プールのスクラッチ・ディスク (デフォルトでスクラッチ・ディスクが含まれ
ています)。
3. TMPDIR 環境変数で指定されているディレクトリー。
4. ディレクトリー /tmp。
ソートを実行する理由はいろいろあります。例えば、郵便番号列でデータ・セットをソートし、次に郵便番
号内の姓でソートを行いたいというような状況もあります。データ・セットをソートした後は、隣接するレ
コードを比較しその重複を取り除くことで、データ・セットをフィルタリングできます。
ただし、ソート済みデータ・セットを処理する場合は注意が必要です。再パーティション化を始めとする各
種処理で、データのソート順が破壊されてしまう可能性があります。例えば、4 つの処理ノードを持つシス
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テムでデータ・セットをソートし、その結果を Data Set ステージに格納するとします。このとき、デー
タ・セットは 4 つのパーティションを持つことになります。次に、そのデータ・セットを、ノード制約の
ために異なる数のノードで実行されるステージへの入力として使用するとします。この場合、InfoSphere
DataStage は、自動的にデータ・セットを再パーティション化し、システム内のすべてのノードにデータ・
セットを分散させるため (再パーティション化しないよう指定している場合は別です)、データのソート順
序が破棄される恐れがあります。パーティション方式に「同一」を指定すると、これを回避できます。ステ
ージが入力データ・セットを読み取る際には再パーティション化は一切実行されません。元のパーティショ
ンが維持されます。
順次に動作するステージを使用してソート済みデータ・セットを処理する場合も注意が必要です。
Sequential File ステージは、単一処理ノード上で実行され、そこでアクションを実行します。Sequential
File ステージでは、データ・セット内に複数のパーティションのあるデータが収集され、入力データ・セ
ットのソート順が破壊される場合があります。これは、以下のようにコレクション方式を指定することで切
り抜けることができます。
v データがソートされる前に、範囲パーティション化される場合、コレクション方式「順次」を使用して
データ・セットのソート順を維持します。このコレクション方式を使用した場合、データ・セットの 1
つ目のパーティションのすべてのレコードが最初に読み取られ、次に 2 つ目のパーティションのすべて
のレコードが読み取られる、という順に読み取りが行われます。
v データがソートされる前に、ハッシュ・パーティション化される場合、コレクション方式「ソート・マ
ージ」を使用して、データのパーティション化で使用されたキーと同じコレクション・キーを指定する
必要があります。
注: ソート済みデータ・セットを RDBMS に書き込む場合、データ・セットを同じ順で読み取るように
SQL 照会を特別に構築しない限り、同じ順番で読み取られる保証はありません。
デフォルトで、ステージはネイティブ InfoSphere DataStage ソーターでソートを行いますが、UNIX sort
コマンドを使用するよう指定することもできます。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。ソートするデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力されるソート済みデータの詳細を指定します。

例
順次ソート
この例では、GlobalCo 社の顧客リストの順次ソートを示しています。リストが顧客番号でソートされ、ソ
ート後のデータが 1 つのパーティションに書き込まれます。
このジョブは、順次ファイルの内容をソートし、データ・セットに書き込みます。このデータは、GlobalCo
社の顧客番号でソートされた顧客リストです。これを今度は、顧客名でソートします。
入力データのサンプルを次に示します。
"JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","GC13849","GlobalCoUS"
"MARY GARDENER","127 BORDER ST","GC13933","GlobalCoUS"
"CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","GC14036","GlobalCoUS"
"HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","GC14127","GlobalCoUS"
"SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","GC14263","GlobalCoUS"
"LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","GC14346","GlobalCoUS"
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このファイルのメタデータは次のとおりです。
表 39. 順次ファイルに書き込む場合のサンプル・メタデータ
列名

SQL タイプ

長さ

NULL 可能

CUST_NAME

varchar

30

no

ADDR_1

varchar

30

no

char

7

no

char

10

no

CUSTOMER_NUMBER
SOURCE

キー

yes

Sequential File ステージは、読み取るソース・ファイルが 1 つしかないため、順次に実行されます。Sort
ステージは、「ステージ」ページの「高度」タブで順次実行するように設定されています。 Sort ステージ
のプロパティーを使用して、列 CUST_NAME を 1 次ソート・キーとして指定します。

図 10. 「プロパティー」タブ

ジョブが実行されると、データは 1 つのパーティションにソートされます。Data Set ステージ
「GlobalCo_sorted」は、順次実行して、データを 1 つのパーティションに書き込むように設定されていま
す。以下にソート済みデータのサンプルを示します。
"CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","GC14036","GlobalCoUS"
"HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","GC14127","GlobalCoUS"
"JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","GC13849","GlobalCoUS"
"LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","GC14346","GlobalCoUS"
"MARY GARDENER","127 BORDER ST","GC13933","GlobalCoUS"
"SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","GC14263","GlobalCoUS"

パラレル・ソート
この例では、パラレルの Sort ステージを示しています。複数のパーティションが作成されます。
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この例は、前の例と同じジョブおよびデータを使用しますが、今回は Sort ステージをパラレルで実行し、
複数のパーティションを作成します。
Sort ステージの「ステージ」ページの「高度」タブでパラレル実行を指定します。「入力」ページの「パ
ーティション」タブで、パーティション・タイプに「ハッシュ」を指定し、ハッシュ・キーに SOURCE 列
を指定します。パーティション化は入力リンクで実行されるため、Sort ステージで実際にソートする前
に、データはパーティション化されます。ハッシュ・パーティションを実行して、同じ国の顧客が同じパー
ティションに確実に収まるようにします。その後、各パーティション内でデータはソートされます。
このジョブは 4 ノード・システムで実行されるので、最終的に 4 つのパーティションからなるデータ・セ
ットができます。

図 11. Sort ステージ

以下に、パーティション化された後、ソート前のパーティション 2 のデータのサンプルを示します。
"JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","GC20002","GlobalCoFR"
"MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","GC20012","GlobalCoFR"
"PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","GC20021","GlobalCoFR"
"LOUIS LEROY","3 RUE DES TREUILS","GC20032","GlobalCoFR"
"NICOLE GIRARD","1234 QUAI DE LA TOURNELLE","GC20040","GlobalCoFR"
"DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","GC20049","GlobalCoFR"

以下は、Sort ステージで処理された後のパーティション 2 のデータのサンプルです。
"DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","GC20049","GlobalCoFR"
"JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","GC20002","GlobalCoFR"
"LOUIS LEROY","3 RUE DES TREUILS","GC20032","GlobalCoFR"
"MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","GC20012","GlobalCoFR"
"NICOLE GIRARD","1234 QUAI DE LA TOURNELLE","GC20040","GlobalCoFR"
"PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","GC20021","GlobalCoFR"

データをまとめて 1 つのパーティションに戻したい場合、例えば、別の順次ファイルに書き込みたいとい
う場合は、ソートの効果が失われないようにデータの収集方法に注意を払う必要があります。
「CUST_NAME」列をコレクション・キーに指定して「ソート/マージ」コレクション方式を使用すると、
全体的にソートされたデータ・セットが得られます。
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全ソート
各パーティション内でデータが順序付けされ、さらにパーティション自体も順序付けされているという状態
になるように、パラレル・データ・セットに対して、全ソートを実行できます。
全ソートでは、類似したレコードおよび重複したレコードがすべてデータ・セットの同一パーティションに
配置されている必要があります。類似性は、レコードのキー・フィールドに基づいて判定されます。また、
どのノードも処理上のボトルネックとならないように、それぞれのパーティションがほぼ同じサイズでなけ
ればなりません。
これらの 2 つの条件を満たすために、入力データは range パーティショナーを使用してパーティション化
されます。同じキー・フィールドを持つすべてのレコードは同じパーティションに確実に収められ、また、
キー・フィールドに基づきパーティション境界が算出され、均等な分配が確実になります。range パーティ
ショナーを使用するには、まず、入力データのサンプルを採取し、ソートします。それから、それを使用し
て範囲パーティション・マップをビルドする必要があります。 670 ページの『Write Range Map ステー
ジ』に説明があります。そして、Sort ステージで「入力」ページの「パーティション」タブに range パー
ティショナーを設定する際にこのマップを指定します。

ジョブを実行すると、4 つのパーティション間で全体的にソートされたデータ・セットが作成されます。

第 6 章 データ処理

365

Sort ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Sort ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Sort ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Sort ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブの「ソート・キー」カテゴリーで次のように指定します。
– ソートに使用するキーを指定します。複合キーを指定するには、このプロパティー設定を反復しま
す。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、出力列を取得する方法を指定します。

Sort ステージ: 「ステージ」ページ
Sort ステージの性質は、Sort ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Sort ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Sort ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 40. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ソート・キー/キ
ー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

ソート・キー/ソ
ート順序

昇順/降順

昇順

はい

いいえ

キー

ソート・キ
ー/NULL の位置
(ソート・ユーテ
ィリティー =
DataStage の場合
のみ利用可能)

最初/最後

First

いいえ

いいえ

キー
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表 40. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ソート・キ
ー/EBCDIC とし
てソート

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

キー

ソート・キー/大/
小文字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

ソート・キー/ソ
ート・キー・モー
ド (ソート・ユー
ティリティー =
DataStage の場合
のみ利用可能)

ソート/ソートし
ない (事前にグル
ープ化済み)/ソー
トしない (事前に
ソート済み)

ソート

はい

いいえ

キー

DataStage/UNIX
オプション/ソー
ト・ユーティリテ
ィー

DataStage

はい

いいえ

N/A

オプション/ステ
ーブル・ソート

ソート・ユーティ はい
リティー =
DataStage の場合
のみ「真」、その
他の場合は、
「偽」

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/重複
を許可 (ソート・
ユーティリティー
=UNIX の場合は
不可)

真

はい

いいえ

N/A

オプション/出力
統計

「真」/「偽」

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/クラ
「真」/「偽」
スター・キー変更
列を作成 (ソー
ト・ユーティリテ
ィー = DataStage
の場合のみ利用可
能)

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/キー
変更列を作成

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/メモ
リー使用制限

数値 (MB)

20

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ワー
クスペース

string

N/A

いいえ

いいえ

N/A

「真」/「偽」

Sort ステージ: 「ソート・キー」カテゴリー:
「ソート・キー」カテゴリーを使用して、Sort ステージの処理方法を指定します。
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キー
ソートに使用するキー列を指定します。このプロパティーを繰り返すことにより、複数のキー列を指定でき
ます。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。
「キー」には、「ソート・ユーティリティー」の選択に応じて、次の従属プロパティーがあります。
v ソート順序
すべてのソート・タイプ。「昇順」または「降順」を選択します。デフォルトは「昇順」です。
v NULL の位置
このプロパティーは、 DataStage ソート・タイプの場合に表示され、オプションです。デフォルトで
は、NULL 値が含まれている列は、ソートされたデータ・セットの最初に表示されます。 NULL 値が含
まれている列をソートされたデータ・セットの最後に表示するようにこのデフォルトをオーバーライド
する場合は、「最後」を選択します。
v EBCDIC としてソート
EBCDIC 文字セットとしてソートする場合は、「真」を選択します。
v 大/小文字の区別
すべてのソート・タイプ。このプロパティーはオプションです。各グループ・キーの大/小文字を区別す
るかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されています。すなわち、「CASE」と
「case」という値は同じとみなされません。
v ソート・キー・モード。
このプロパティーは、 DataStage ソート・タイプの場合に表示されます。デフォルトでは「ソート」に
設定され、指定したキー列すべてをソートします。
「ソートしない (事前にソート済み)」を設定すると、入力レコードは既にこの列によってソート済みで
あることを指定します。2 次キーがある場合、Sort ステージは 2 次キー列でソートします。このオプシ
ョンは、ソートの速度を高め、一時ディスク・スペースを減らします。それはレコードが主キー列によ
ってソート済みの場合、2 次キー列だけでデータをソートすればよいためです。
「ソートしない (事前にグループ化済み)」を設定すると、入力レコードは既にこの列によりグループ化
済みであるがソートはされていないことを指定します。Sort ステージは、次に 2 次キー列をソートしま
す。このオプションは既にレコードが主キー列によってグループ化されている場合 (しかし必ずしもソー
トされていない場合) に、各グループ内の 2 次キー列だけでデータをソートしたいときに便利です。
Sort ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Sort ステージの処理方法を指定します。
ソート・ユーティリティー
ステージが実行するソートのタイプです。次の中から選択します。
v DataStage。これがデフォルトです。これは、標準装備の InfoSphere DataStage ソーターを使用します。
このオプションの使用に追加のソフトウェアは必要ありません。
v UNIX。これは、UNIX の sort コマンドを使用してソートを実行することを指定します。
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ステーブル・ソート
ソート・ユーティリティー・タイプが DataStage の場合に適用されます。デフォルトは「真」です。
「真」に設定すると、このソート処理が、既に適切にソートされたデータ・セットのレコードを入れ替えな
いことが保証されます。「偽」に設定すると、前のレコードの順序がソート処理で維持されるかどうかは保
証されません。
重複を許可
デフォルトでは「真」に設定されています。「偽」に設定すると、同一のソート・キー値を持つレコードが
複数存在する場合に、1 レコードのみを保存するように指定します。「ステーブル・ソート」が「真」の場
合には、最初のレコードが保存されます。このプロパティーは、UNIX ソート・タイプでは使用できませ
ん。
出力統計
デフォルトでは「偽」に設定されています。「真」に設定されている場合、ソート処理で統計が出力されま
す。このプロパティーは、UNIX ソート・タイプでは使用できません。
クラスター・キー変更列を作成
このプロパティーは、 DataStage ソート・タイプの場合に表示され、オプションです。このオプション
は、デフォルトで「偽」に設定されています。このプロパティーを「真」に設定すると、Sort ステージで
各出力レコードに clusterKeyChange 列が作成されます。「ソート・キー・モード」を「ソートしない (事
前にソート済み)」または「ソートしない (事前にグループ化済み)」に設定して定義された各グループの最
初のレコードについては、「clusterKeyChange」列が 1 に設定されます。グループ内の後続のレコードの
clusterKeyChange 列が 0 に設定されます。
キー変更列を作成
このプロパティーは、 DataStage ソート・タイプの場合に表示され、オプションです。このオプション
は、デフォルトで「偽」に設定されています。このプロパティーを「真」に設定すると、Sort ステージで
各出力レコードに KeyChange 列が作成されます。ソート・キーの値が変更される各グループの最初のレコ
ードについては、KeyChange() 列が 1 に設定されます。グループ内の後続のレコードの KeyChange 列が
0 に設定されます。
メモリー使用制限
デフォルトでは「20」に設定されています。これは、 Sort ステージで、処理ノードにおける仮想メモリー
を指定されたメガバイト数に制限します。
指定するメガバイト数は、処理ノードの物理メモリー量より小さくしてください。 Windows システムの場
合、「メモリー使用制限」の値は 500 を超えてはいけません。
ワークスペース
このプロパティーは、 UNIX ソート・タイプの場合にのみ表示されます。オプションで、ステージで使用
されるワークスペースを指定します。
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Sort ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「設定」です。明示的に「設定」または「クリア」を選択す
ることもできます。ジョブ内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」
を選択して、そのように要求します。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Sort ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Sort ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示されま
す。
DataStage ソート・タイプを使用する場合は、現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じてこ
のステージに別の規則を選択したりできます (UNIX ソートの場合は、ブランクになります)。ジョブ・パ
ラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照したりする
こともできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Sort ステージでは、ソートしたフィ
ールドの順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リストの横の矢
印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指定しま
す。

Sort ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、ソート対象の入力データの詳細を指定できます。Sort ステージに設定できる入力リ
ンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、ソート対象の入力データの詳細を指定できます。Sort ステージに設定できる入力リ
ンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
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Sort ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な
説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Sort ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、ソートを実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の
詳細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。ジョブ内の直前のステージで
「パーティションの保持」オプションが設定されている場合、このステージでは、入力データのパーティシ
ョンが維持できなければ、ジョブ実行時に警告を出します。
Sort Set ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v Sort ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Sort ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Sort ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されてい
る場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定するこ
とができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Sort ステ
ージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
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ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Sort ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用
している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その
行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、ソートを実行する
ように指定することもできます。このソートはステージ・エディターの標準機能です。これを使用すると、
ステージが提供するメインのソート処理の前に簡単なソートを実行することになります。ソートは、常にデ
ータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパーティション化が行われる場合は、パ
ーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクシ
ョンが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティション方式やコレクション方式によっ
て決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Sort ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Sort ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Sort ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
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「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Sort ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Sort ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説明
については、ステージ・エディターを参照してください。

Sort ステージ: 「マッピング」タブ
Sort ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列にマ
ッピングするかを指定できます。
左のペインに、ソートされたデータの列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更
できません。ここには入力リンクのメタデータが表示されます。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。
上記の例では、左のペインにソートが実行されたあとの入力データが表示されています。右のペインには、
ソート処理のあとにステージから出力されるデータが表示されています。この例では、データは上から順序
どおりにマッピングされています。

Funnel ステージ
Funnel ステージは、複数の入力データ・セットを 1 つの出力データ・セットにコピーする、処理ステージ
です。別個のデータ・セットを 1 つの大きなデータ・セットに結合する場合に、この処理を使用できま
す。
Funnel ステージは処理ステージです。複数の入力データ・セットを、1 つの出力データ・セットにコピー
します。この処理は、別個のデータ・セットを組み合わせて 1 つのより大きなデータにする場合に便利で
す。このステージにはさまざまな入力リンクと 1 つの出力リンクを設定できます。

第 6 章 データ処理

373

Funnel ステージは、次の 3 つのモードのいずれかで操作できます。
v 「継続ファンネル」では、入力データのレコードを順不同で結合します。各入力から順番に 1 つのレコ
ードを取得します。入力リンクに取得できるデータがない場合、ステージは、待機する代わりにそのリ
ンクをスキップして、次のリンクに移ります。
v 「ソート・ファンネル」では、1 つ以上のキー列の値によって定義した順序で入力レコードを結合しま
す。出力レコードの順序は、これらのソート・キーによって決まります。
v 「シーケンス」では、最初の入力データ・セットのすべてのレコードを出力データ・セットにコピーし
てから、2 番目の入力データ・セットのすべてのレコードをコピーするというように、各入力データ・
セットから順次、すべてのレコードをコピーしていきます。
どの方法でも、すべての入力データ・セットのメタデータは同一である必要があります。
「ソート・ファンネル」方式には、入力データに関して特定の要件があります。すべての入力データ・セッ
トは、ファンネル処理で使用するものと同じキー列によってソートされている必要があります。
通常、「ソート・ファンネル」処理のすべての入力データ・セットは、ソートされる前にハッシュ・パーテ
ィション化されています (「自動」パーティション方式を選択すれば、そのようになります)。ハッシュ・
パーティションでは、キー列に同じ値を持つすべてのレコードが同じパーティションに配置され、同じノー
ドで処理されることが保証されます。Funnel ステージの前に、別個のステージでソートおよびパーティシ
ョンが実行された場合、このパーティションは保持されなければなりません。
「ソート・ファンネル」処理では、1 つの主 キーと複数の 2 次 キーを設定できます。Funnel ステージ
は、各入力レコードの主キーを最初に調べます。同一の主キー値を持つ複数のレコードについては、2 次キ
ーを調べて、レコードの出力順を決定します。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。結合するデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される結合済みデータの詳細を指定します。

例
継続ファンネルの例
サンプル・データは 4 つの別々のデータ・セットから構成されます。各データ・セットには、GlobalCo 社
の各国の顧客リストが入っています。
以下に米国の顧客リストのサンプル・データを示します。
"JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","GC13849","GlobalCoUS"
"MARY GARDENER","127 BORDER ST","GC13933","GlobalCoUS"
"CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","GC14036","GlobalCoUS"
"HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","GC14127","GlobalCoUS"
"SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","GC14263","GlobalCoUS"
"LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","GC14346","GlobalCoUS"

「継続ファンネル」に設定されている場合、Funnel ステージは、これらを 1 つのデータ・セットに結合し
ます。ファンネルを実行するジョブは次のとおりです。

「継続ファンネル」方式は Funnel ステージのステージ」ページの「プロパティー」タブで選択します。
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「継続ファンネル」方式は、処理を行うデータに順序を付けません。単に、入力リンクで使用可能になった
行を書き込むだけです。この例では、ステージは、各入力リンクから行を順に書き込んでいます。ファンネ
ル処理を行った最終のデータのサンプルは次のとおりです。
"JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","GC13849","GlobalCoUS"
"ELIZABETH PARKER","35 YORK ROAD","GC21745","GlobalCoUK"
"JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","GC20002","GlobalCoFR"
"ADELE BECKER","AM HUNGERSBERG 123","GC22145","GlobalCoDE"
"MARY GARDENER","127 BORDER ST","GC13933","GlobalCoUS"
"WINSTON HILL","87 MULBERRY CLOSE","GC21874","GlobalCoUK"
"MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","GC20012","GlobalCoFR"
"KLAUS SCHMIDT","WOLBURGSWEG 7645","GC22478","GlobalCoDE"

ソート・ファンネルの例
この例では、GlobalCo 社のデータを顧客番号でソートするための、Funnel ステージの使用法を示していま
す。
この例では、Funnel ステージを使用して GlobalCo 社のデータを顧客番号でソートし、データを 1 つのデ
ータ・セットに結合します。データおよび基本のジョブは「継続ファンネル」の例と同じですが、Funnel
ステージのプロパティーは次のように設定します。

出力データ・セットのサンプルを次に示します。
"JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","GC13849","GlobalCoUS"
"MARY GARDENER","127 BORDER ST","GC13933","GlobalCoUS"
"CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","GC14036","GlobalCoUS"
"HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","GC14127","GlobalCoUS"
"SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","GC14263","GlobalCoUS"
"LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","GC14346","GlobalCoUS"
"JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","GC20002","GlobalCoFR"
"MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","GC20012","GlobalCoFR"
"PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","GC20021","GlobalCoFR"
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"LOUIS LEROY","3 RUE DES TREUILS","GC20032","GlobalCoFR"
"NICOLE GIRARD","1234 QUAI DE LA TOURNELLE","GC20040","GlobalCoFR"
"DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","GC20049","GlobalCoFR"/sd/

注: 「ソート」方式の Funnel ステージをパラレルで実行している場合、ソート・データおよびパーティシ
ョンに関するさまざまな考慮事項について注意する必要があります。Sort ステージに説明があります。

シーケンス・ファンネルの例
この例では、入力リンクの GlobalCo 社のデータのデータ・セットを 1 つずつファンネル処理します。フ
ァンネル・タイプ・プロパティーは、「プロパティー」タブで「シーケンス」に設定されています。
すべての米国の顧客、すべての英国の顧客、その後にすべてのフランスの顧客という順番のデータ・セット
が 1 つ得られます。ここでも、基本ジョブおよびソースのデータは「継続ファンネル」の例と同じです。
「シーケンス」方式を使用する場合は、Funnel ステージが入力リンクを処理する順番を指定する必要があ
ります。これが、シーケンスの順番に影響を与えるためです。これは、「ステージ」ページの「リンク順
序」タブで行います。
「シーケンス」方式の Funnel ステージをパラレルで実行する場合、データ・パーティションの結果に配慮
する必要があります。例えば、このジョブの例を 4 ノード・システムで実行すると、4 つのパーティショ
ンが作成され、それぞれのパーティションに米国のデータのセクション、英国のデータのセクション、フラ
ンスのデータのセクションなどが存在するようになります。

Funnel ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Funnel ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Funnel ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Funnel ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、Funnel タイプを指定します。デフォルトでは「継続フ
ァンネル」になっていますが、「シーケンス」または「ソート・ファンネル」も選択できます。
「ソート・ファンネル」方式の使用を選択する場合は、データのソートに使用するキーの指定も必要で
す。キー・プロパティーを反復させて、複合キーを指定できます。
v シーケンス方式を使用している場合は、「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、データ・セット
を組み合わせる順序を指定します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、出力列を取得する方法を指定します。

Funnel ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、入力リンクが処理される順序を指定できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有
効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決
定できます。
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Funnel ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Funnel ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 41. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/ファ
ンネル・タイプ

継続ファンネル/
シーケンス/ソー
ト・ファンネル

継続ファンネル

はい

いいえ

N/A

ソート・キー/キ
ー

入力列

N/A

はい
Y (「ファンネ
ル・タイプ」=
「ソート・ファン
ネル」の場合)

N/A

ソート・キー/ソ
ート順序

昇順/降順

昇順

いいえ
Y (「ファンネ
ル・タイプ」=
「ソート・ファン
ネル」の場合)

キー

ソート・キ
ー/NULL の位置

最初/最後

First

いいえ
Y (「ファンネ
ル・タイプ」=
「ソート・ファン
ネル」の場合)

キー

ソート・キー/大/
小文字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

ソート・キ
ー/EBCDIC とし
てソート

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

キー

Funnel ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Funnel ステージの処理方法を指定します。
ファンネル・タイプ
ファンネル処理のタイプを指定します。次の中から選択します。
v 継続ファンネル
v シーケンス
v ソート・ファンネル
デフォルトは「継続ファンネル」です。
Funnel ステージ: 「ソート・キー」カテゴリー:
「ソート・キー」カテゴリーを使用して、Funnel ステージの処理方法を指定します。
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キー
このプロパティーは、「ソート・ファンネル」処理でのみ必要とされます。ソートの基準となるキー列を指
定します。最初に指定する列が主キーです。複数の 2 次キーを追加する場合は、「キー」プロパティーを
反復します。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できま
す。
「キー」には、次の従属プロパティーがあります。
v ソート順序
「昇順」または「降順」を選択します。デフォルトは「昇順」です。
v NULL の位置
デフォルトでは、NULL 値を含む列はファンネル処理されたデータ・セットの最初に表示されます。
NULL 値が含まれている列をファンネル処理されたデータ・セットの最後に表示するようにこのデフォ
ルトをオーバーライドする場合は、「最後」を選択します。
v EBCDIC としてソート
EBCDIC 文字セットとしてソートする場合は、「真」を選択します。
v 大/小文字の区別
各キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されています。す
なわち、「CASE」と「case」という値は同じとみなされません。

Funnel ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。各入力ステージの設定を論理和演算した結果
の設定を採用します。すなわち、入力ステージのいずれか 1 つでも「設定」を使用していれば、このス
テージは「設定」を使用します。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョ
ブ内の次のステージでパーティションを維持する場合は、「設定」を選択して、そうするように要求し
ます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
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こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Funnel ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、Funnel ステージへ入力されるリンクを処理する順序を指定できます。「シーケンス・ファ
ンネル・タイプ」を選択した場合にだけ指定できます。
デフォルトでは、入力リンクは追加された順序で処理されます。順序を変えるには、入力リンクを選択して
から上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。

Funnel ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Funnel ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示され
ます。
「ソート・ファンネル」ファンネル・タイプを使用する場合は、現行の照合規則のデフォルトを表示した
り、必要に応じてこのステージに別の規則を選択したりできます (他のファンネル・タイプの場合はブラン
クになります)。ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義してい
るファイルを参照したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Funnel
ステージでは、ソート・ファンネルのソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケ
ールを選択するか、リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、
照合ファイルを参照して指定します。

Funnel ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リストから
入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リストから
入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、結合
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Funnel ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Funnel ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、ファンネル処理を実行する前に入力データをパーティション化または収集す
る方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
Funnel ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
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「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Funnel ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Funnel ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
「ソート・ファンネル」方式を使用しており、前のステージでデータをパーティション化していない場合
は、このタブで「ハッシュ」または「モジュラス」パーティション方式を選択してデータをキーでパーティ
ション化します。
順次モードで Funnel ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Funnel ス
テージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Funnel ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
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v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、ファンネル処理を
実行するように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステ
ージで入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ス
テージでデータを収集する場合、ソートは収集の前に実行されます。
「ソート・ファンネル」方式を使用しており、前のステージでデータをソートしていない場合は、データの
ハッシュ・パーティション化とファンネル処理に使用するのと同じキーを使用して、ここでソートします。
ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフ
ォルトの「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Filter ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Filter ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。出力リンクのいずれ
かを処理するか、リジェクト・リンクを処理するかを選択できます。このステージのタブでは、リンクのさ
まざまなオプションを指定できます。
「出力」ページでは、Filter ステージからの出力データの詳細を指定できます。ステージにはさまざまな出
力リンクと 1 つのリジェクト・リンクを設定できます。「出力名」ドロップダウン・リストから処理する
リンクを選択します。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Filter ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Filter ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説明
については、ステージ・エディターを参照してください。
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Funnel ステージ: 「マッピング」タブ
Funnel ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列に
マッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインに、入力列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更できません。すべ
ての入力リンクが同じメタデータを保持することが Funnel ステージの要件です。そのため一組の列定義だ
け表示されます。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。

Remove Duplicates ステージ
Remove Duplicates ステージは処理ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力
リンクを設定できます。
Remove Duplicates ステージは 1 つのソート済みデータ・セットを入力として受け取り、すべての重複行
を削除し、結果を出力データ・セットに書き込みます。

重複レコードの削除は、他の処理を実行する前にデータ・セットを「きれいにする」ための一般的な方法で
す。入力データ・セット内で隣接する、キー列に同じ値を含む 2 つの行は重複しているとみなされます。
キー列は 2 つの行が同一であるかどうかを判定するためにユーザーが指定する任意の列です。
Remove Duplicates ステージへの入力データ・セットは、同一のキー値を持つすべてのレコードが隣接する
ようソートされている必要があります。これを実現するには、「入力」ページ・パーティション」タブで選
択できるステージ内ソート機能を使用するか、または Remove Duplicates ステージへの入力として明示的
に Sort ステージを設定する方法があります。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。重複を削除するデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

Remove Duplicates ステージの例
この例のデータは、GlobalCo 社の顧客リストです。データにはいくつかの重複エントリーが含まれている
ため、これらを削除します。
この例のデータは、GlobalCo 社の顧客リストです。データにはいくつかの重複エントリーが含まれている
ため、これらを削除します。
第 6 章 データ処理

383

最初のステップは、重複を実際に隣接させるようにデータをソートすることです。すべてのソート処理同
様、ジョブをパラレルで実行する場合は、データ・パーティションに対する影響があります (これらの説明
については、Copy ステージを参照してください)。重複する行が同じパーティションに確実に収まるように
するため、ソート・キーをハッシュ・キーとして使用して、データをハッシュ・パーティション化する必要
があります。この例では、CUSTOMER_NUMBER 列でソートしています。結果のソート済みのデータか
ら、いくつかの重複データの存在が確認できます。
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"

次に、Remove Duplicates ステージをセットアップして、CUSTOMER_NUMBER 列に同一値を共有する行
を削除します。ステージは重複レコードの 1 つ目を残します。

図 12. プロパティー設定値

ジョブが実行されて重複が削除されたデータのサンプルを次に示します。
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"

Remove Duplicates ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Remove Duplicates ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。
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このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Remove Duplicates ステージをジ
ョブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、
特定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を
説明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Remove Duplicates ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、キー列を選択します。この列の値が同一の行は、ステ
ージで削除される重複行を示します。複合キーを指定するには、このプロパティー設定を反復します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、出力列を取得する方法を指定します。

Remove Duplicates ステージ: 「ステージ」ページ
Remove Duplicates ステージの性質は、Remove Duplicates ステージの「ステージ」ページから指定できま
す。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Remove Duplicates ステージ - 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Remove Duplicates ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 42. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

重複を定義するキ 入力列
ー/キー

N/A

はい

はい

N/A

重複を定義するキ 「真」/「偽」
ー/EBCDIC とし
てソート

偽

いいえ

いいえ

キー

重複を定義するキ 「真」/「偽」
ー/大/小文字の区
別

真

いいえ

いいえ

キー

オプション/保存
する重複

First

はい

いいえ

N/A

最初/最後

Remove Duplicates ステージ: 「重複を定義するキー」カテゴリー:
重複カテゴリーを定義するキーを使用して、Remove Duplicates ステージの処理方法を指定します。
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キー
処理に使用するキー列を指定します。このプロパティーを繰り返すことにより、複数のキー列を指定できま
す。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。「キ
ー」には、次の従属プロパティーがあります。
v EBCDIC としてソート
EBCDIC 文字セットとしてソートする場合は、「真」を選択します。
v 大/小文字の区別
各キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されています。す
なわち、「CASE」と「case」という値は同じとみなされません。
Remove Duplicates ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Remove Duplicate ステージの処理方法を指定します。
保存する重複
検出された重複列のうち保存する列を指定します。「最初」または「最後」を選択します。デフォルトでは
「最初」に設定されています。

Remove Duplicates ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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Remove Duplicates ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Remove Duplicates ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合
に表示されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定
したりできます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Remove Duplicates ステー
ジでは、キー列のソート順序を決める場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リ
ストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照し
て指定します。

Remove Duplicates ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、ソート対象の入力データの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リスト
から入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「入力」ページでは、ソート対象の入力データの詳細を指定できます。「入力名」ドロップダウン・リスト
から入力リンクを選択し、処理するリンクを指定します。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Remove Duplicates ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタ
ブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Remove Duplicates ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、処理を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の詳
細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
Remove Duplicates ステージが順次モードで動作している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、最
初にデフォルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v Remove Duplicates ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Remove Duplicates ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
Remove Duplicates ステージは順次モードで実行するよう設定されていても、直前のステージがパラレルで
実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式
を設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Remove
Duplicates ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Remove Duplicates ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」
モードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能にな
り次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、重複削除処理を実
行するよう指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージ
で入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージで
データを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択
したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用でき
ません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
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v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Remove Duplicates ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Remove ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。
「出力」ページでは、Remove Duplicates ステージからの出力データの詳細を指定できます。このステージ
に設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Remove Duplicates ステージに入力される列と出力列との関係を指
定できます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Remove Duplicates ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの
全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Remove Duplicates ステージ: 「マッピング」タブ
Remove Duplicates ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列
を出力列にマッピングするかを指定できます。
左のペインに、入力されたデータの列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更で
きません。ここには入力リンクのメタデータが表示されます。
右のペインにはマスター出力リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用
して、列を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定で
きます。

Compress ステージ
Compress ステージは処理ステージです。このステージは UNIX の compress または GZIP ユーティリティ
ーを使用してデータ・セットを圧縮します。
Compress ステージは処理ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクを
設定できます。
Compress ステージは UNIX の compress または GZIP ユーティリティーを使用してデータ・セットを圧縮
します。データ・セットは一連のレコードからロー・バイナリー・データのストリームに変換されます。
Compress ステージは、 394 ページの『Expand ステージ』で説明している Expand ステージと補完関係に
あります。
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圧縮されたデータ・セットは、通常のデータ・セットと似ています。また、Data Set ステージによって永
続的な形式で保存することもできます。ただし、多くのステージでは、圧縮されたデータ・セットをそのま
までは処理できません。処理するには、まず解凍して、行を元のフォーマットに戻す必要があります。列ベ
ースの処理や行の並べ替えを行わないステージでは、圧縮データ・セットを使用できます。例えば、Copy
ステージでは圧縮データ・セットのコピーを作成できます。
データ・セットを圧縮すると通常のレコード境界が削除されるため、圧縮データ・セットを再パーティショ
ン化する場合は、事前に解凍する必要があります。

DataStage は既存のデータ・セット・スキーマをサブレコードとして汎用圧縮スキーマに書き込みます。例
えば、次のようなスキーマのデータ・セットが存在するとします。
a:int32;
b:string[50];

この場合、圧縮データ・セットのスキーマは次のようになります。
record
( t: tagged {preservePartitioning=no}
( encoded: subrec
( bufferNumber: dfloat;
bufferLength: int32;
bufferData: raw[32000];
);
schema: subrec
( a: int32;
b: string[50];
);

したがって、圧縮されているファイルの再利用を考えている場合は、圧縮時に使用されたスキーマでなく、
「圧縮されたスキーマ」を使用してファイルを読み取るようにしてください。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。圧縮するデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される圧縮データの詳細を指定します。

Compress ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Compress ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Compress ステージをジョブに組
み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機
能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明しま
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すが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、使用する圧縮コマンドを選択します。デフォルトで
「Compress」になっていますが、「gzip」も選択できます。
2. 入力リンクと出力リンクの両方に列メタデータを必ず定義するようにします。

Compress ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Compress ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Compress ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。このステー
ジで使用されるプロパティーは、compress と GZIP のどちらを使用するかを決定するプロパティーのみで
す。
表 43. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/コマ
ンド

値

デフォルト

必須

反復

従属

Compress/gzip

Compress

はい

いいえ

N/A

Compress ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Compress ステージの処理方法を指定します。
コマンド
ステージが compress コマンド (デフォルト) または GZIP のいずれを使用するかを指定します。

Compress ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「設定」です。明示的に「設定」または「クリア」を選択す
ることもできます。次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択し
て、そうするように要求します。
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v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Compress ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、圧縮するデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1 つ
だけです。
「入力」ページでは、圧縮するデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1 つ
だけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Compress ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全
般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Compress ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、圧縮を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の詳
細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
Compress ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォ
ルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Compress ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Compress ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロ
ップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーテ
ィションをオーバーライドします。
順次モードで Compress ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Compress
ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Compress ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを
使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、
その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、圧縮を実行するよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータ
を収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパ
ーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
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v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Compress ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Compress ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。
「出力」ページでは、Compress ステージからの出力データの詳細を指定できます。このステージに設定で
きる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定できます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Expand ステージ
Expand ステージは、以前に圧縮されたデータ・セットを変換して、ロー・バイナリー・データのストリー
ムから、一連のレコードに戻す処理ステージです。
Expand ステージは処理ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクを設
定できます。
Expand ステージは UNIX の uncompress または GZIP ユーティリティーを使用してデータ・セットを解
凍します。以前に圧縮されたデータ・セットを変換して、ロー・バイナリー・データのストリームから一連
のレコードに戻します。Expand ステージは、 389 ページの『Compress ステージ』で説明している
Compress ステージと補完関係にあります。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。解凍するデータ・セットの詳細を指定します。
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v 「出力」ページ。ステージから出力される解凍済みデータの詳細を指定します。

Expand ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Expand ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Expand ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Expand ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、使用する解凍コマンドを選択します。デフォルトで
は、「uncompress」になっていますが、「gzip」も選択できます。
v 入力リンクと出力リンクの両方に列メタデータを必ず定義するようにします。

Expand ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Expand ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Expand ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。このステー
ジで使用されるプロパティーは、uncompress と GZIP のどちらを使用するかを決定するプロパティーのみ
です。
表 44. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/コマ
ンド

値

デフォルト

必須

反復

従属

uncompress/gzip

uncompress

はい

いいえ

N/A

Expand ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Expand ステージの処理方法を指定します。
コマンド
ステージが uncompress コマンド (デフォルト) または GZIP のいずれを使用するかを指定します。

Expand ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
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v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。このステージではパーティション方式「同
一」が必須要件であり、これにより「パーティションの保持」フラグがオーバーライドされるため、入
力データのパーティションが常に保持されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Expand ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、解凍するデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1 つ
だけです。
「入力」ページでは、解凍するデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1 つ
だけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「詳細」 タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更
できます。
Expand ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Expand ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、解凍を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の詳
細を指定できます。
デフォルトで、ステージは「同一」パーティション方式を使用し、これは変更できません。元のパーティシ
ョンがそのまま維持されます。
順次モードで Expand ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のコレクション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。これは Expand ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
通常、「パーティション」タブは、処理を行う前に入力リンクからの入力データをソートする機能も提供し
ています。この機能は、Expand ステージでは使用できません。

Expand ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Expand ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Expand ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Copy ステージ
Copy ステージは処理ステージです。Copy ステージでは、1 つの入力データ・セットを複数の出力デー
タ・セットにコピーします。一部の SMP システムにはディスク入出力のスケーラビリティーが備わってい
ます。
Copy ステージは処理ステージです。このステージには 1 つの入力リンクとさまざまな出力リンクを設定
できます。
Copy ステージでは、1 つの入力データ・セットを複数の出力データ・セットにコピーします。入力デー
タ・セットの各レコードが、すべての出力データ・セットにコピーされます。レコードは変更せずにそのま
まコピーすることもできますが、列をドロップしたり、列の順序を変更することもできます (さらに複雑な
変更を加えてコピーする場合、例えば、列のデータ・タイプを変更する場合などは、 407 ページの『Modify
ステージ』で説明している Modify ステージを使用してください)。Copy ステージを利用すると、例えば、
データ・セットのバックアップ・コピーをディスクに作成しながら、同時に別のコピーで処理を実行できま
す。
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単一の入力と出力で Copy ステージを使用する場合、ステージ・エディターで「強制」プロパティーを
「真」に設定する必要があります。この設定により、InfoSphere DataStage がジョブの最適化のためにコピ
ー処理は不要であると判断し、ジョブからこの処理を除外することがなくなります。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。コピー元のデータを入力する入力リンクの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力されるコピー・データの詳細を指定します。

Copy ステージ例
この例では、GlobalCo の顧客の請求情報が入っている表からデータをコピーします。
このデータを 3 つの別個のデータ・セットにコピーし、それぞれの場合で列のサブセットのみをコピーし
ます。Copy ステージは、データ・セットのコピー時に不要な列をドロップします。
入力データ・セットの列名は次のとおりです。
v BILL_TO_NUM
v CUST_NAME
v ADDR_1
v ADDR_2
v CITY
v REGION_CODE
v ZIP
v ATTENT
v COUNTRY_CODE
v TEL_NUM
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v FIRST_SALES_DATE
v LAST_SALES_DATE
v REVIEW_MONTH
v SETUP_DATE
v STATUS_CODE
v REMIT_TO_CODE
v CUST_TYPE_CODE
v CUST_VEND
v MOD_DATE
v MOD_USRNM
v CURRENCY_CODE
v CURRENCY_MOD_DATE
v MAIL_INVC_FLAG
v PYMNT_CODE
v YTD_SALES_AMT
v CNTRY_NAME
v CAR_RTE
v TPF_INVC_FLAG
v INVC_CPY_CNT
v INVC_PRT_FLAG
v FAX_PHONE
v FAX_FLAG
v ANALYST_CODE
v ERS_FLAG
次に、コピーを実行するジョブを示します。
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図 13. ジョブ例

Copy ステージのプロパティーは非常に単純です。プロパティーは「強制」のみです。この例の場合は、複
数データ・セットにコピーしているため、このプロパティーを設定する必要はありません (また、
InfoSphere DataStage はジョブの外側で最適化を試行することはありません)。各出力リンクで、どの列をド
ロップするかを InfoSphere DataStage に指示することに注意を向ける必要があります。この最も簡単な方
法は、「出力」ページの「マッピング」タブを使用することです。リンクのこのタブを開くと、左のペイン
に入力列が表示されます。保持したい列を単純に右のペインにドラッグします。次のように、各リンクに対
して同じことを繰り返します。
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図 14. 「マッピング」タブ: 第 1 出力リンク
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図 15. 「マッピング」タブ: 第 2 出力リンク
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図 16. 「マッピング」タブ: 第 3 出力リンク

ジョブを実行すると、元のデータ・セットのコピーが 3 つ作成され、それぞれに元の列のサブセットが含
まれますが、行は元の行がすべて含まれています。DSLink6 の各データ・セットのサンプル・データは次
のとおりです。データは名前とアドレス情報を示します。
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD"," ","TAMPA","FL","12345"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST"," ","NORTHPORT","AL","23456"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST"," ","BRENHAM","TX","34567"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE"," ","AURORA","CO","45678"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY"," ","SHERWOOD","AR","56789"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD"," ","CHICAGO","IL","67890"

Copy ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Copy ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Copy ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
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403

手順
1. 入力リンクと出力リンクの両方にメタデータを必ず定義するようにします。
2. 「出力」ページの「マッピング」タブで、コピーされるデータ・セットの入力列を、さまざまな出力リ
ンクの列にマッピングする方法を指定します。

Copy ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Copy ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Copy ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。 Copy ス
テージのプロパティーは 1 つだけです。
表 45. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/強制

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

Copy ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Copy ステージの処理方法を指定します。
強制
これを「真」に設定すると、 InfoSphere DataStage で、1 つの入力と 1 つの出力があるコピー処理を削除
してジョブを最適化しないように指定します。デフォルトでは「偽」に設定されています。

Copy ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた設定が採用さ
れます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ステージでパーティションを
維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
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v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Copy ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、コピーするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1
つだけです。
「入力」ページでは、コピーするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1
つだけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Copy ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Copy ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、コピーを実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の
詳細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
Copy ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォルト
の「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Copy ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Copy ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Copy ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Copy ス
テージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
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v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Copy ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用
している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その
行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、重複削除処理を実
行するよう指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージ
で入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステー
ジでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、
選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用
できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
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NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Copy ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Copy ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステージのタブ
では、説明 (省略可能) と、入力される列と出力列との関係を指定できます。出力リンクのデフォルトのバ
ッファリング設定を変更したり、列定義を表示したりできます。
「出力」ページでは、Copy ステージからの出力データの詳細を指定できます。ステージにはさまざまな出
力リンクを設定できます。「出力名」ドロップダウン・リストから処理するリンクを選択します。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Copy ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Copy ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説
明については、ステージ・エディターを参照してください。

Copy ステージ: 「マッピング」タブ
Copy ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、コピーされるどの列を出
力列にマッピングさせるかを指定できます。
左のペインに、コピーされる列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更できませ
ん。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。コピーした列をドラッグして指定するか、または自動マッチング機能を使
用して指定することができます。

Modify ステージ
Modify ステージは、入力データ・セットのレコード・スキーマを変更します。変更されたデータ・セット
が出力されます。スキーマの列をドロップしたり、列を保持したり、または列のタイプを変更できます。
Modify ステージは処理ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクを設
定できます。
Modify ステージは、入力データ・セットのレコード・スキーマを変更します。変更されたデータ・セット
が出力されます。スキーマの列をドロップしたり、列を保持したり、または列のタイプを変更できます。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。入力リンクの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される変更済みデータの詳細を指定します。
Modify ステージは処理ステージに分類されていますが、他の処理ステージと同じ動作はしません。 ディレ
クター・クライアントの「モニター」ウィンドウでは、ステージに処理中の行は表示されず、デザイナー・
クライアントでは、ステージに出力行カウントは表示されません。

例
列のドロップと保持
次の例は、列を持つデータ・セットを示しています。
次の例は、次の列から構成されるデータ・セットを示しています。
列名

SQL タイプ

長さ

CUSTID

Decimal

6

NAME

Char

45

ADDRESS

Char

40

CITY

Char

30

STATE

Char

2

ZIP

Char

9

AREA

Decimal

3

PHONE

Char

9

REPID

Decimal

4

CREDITLIMIT

Decimal

9

COMMENTS

VarChar

254

スケール

2

Modify ステージを使用して、REPID、CREDITLIMIT、COMMENTS の列をドロップします。そのために、
ステージ・プロパティーは次のように設定されます。
仕様 = DROP REPID, CREDITLIMIT, COMMENTS

ランタイム列伝搬を使用するのが、この例で出力メタデータを指定するための最も簡単な方法です。しか
し、手動でメタデータを指定することもできます。その場合には、次のようになります。
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列名

SQL タイプ

長さ

CUSTID

Decimal

6

NAME

Char

45

ADDRESS

Char

40

CITY

Char

30

STATE

Char

2

ZIP

Char

9

AREA

Decimal

3

PHONE

Char

9

スケール

ドロップする列ではなく、保持する列を指定することで同じ効果を得られます。この例のステージ・プロパ
ティーで使用される必須仕様は、次のとおりです。
KEEP CUSTID, NAME, ADDRESS, CITY, STATE, ZIP, AREA, PHONE

データ・タイプの変更
上の例の 1 つ以上の列のデータ・タイプを変更できます。
例えば、CUSTID を decimal から string に変更するとします。この場合は、変換されたデータを入れる新
しい列を指定し、ステージ・プロパティーで変換を指定できます。
列名

SQL タイプ

長さ

conv_CUSTID

Char

20

NAME

Char

45

ADDRESS

Char

40

CITY

Char

30

STATE

Char

2

ZIP

Char

9

AREA

Decimal

3

PHONE

Char

9

REPID

Decimal

4

CREDITLIMIT

Decimal

9

COMMENTS

VarChar

254

スケール

2

仕様 = conv_CUSTID = CUSTID

一部のデータ・タイプ変換では、変換処理コマンドを使用する必要があります。コマンドや使用可能な変換
処理のリストは仕様にあります。decimal から string への変換は、明示的変換処理を使用して実行できる変
換です。この場合、「プロパティー」ページでの仕様は、次のようになります。
conv_CUSTID:string = string_from_decimal(CUSTID)

Null 処理
また、Modify ステージでは、NULL 値が含まれている列を処理できます。
この例では CUSTID 以外のどの列も定義上 NULL 値を含むことが可能です。Modify ステージを使用して
PHONE 列に NULL 値が含まれているかを検出し、エラーが起きないように対処することができます。こ
の場合、「プロパティー」ページに、次のように仕様を指定します。
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PHONE = handle_null (PHONE,-128)

その他の NULL 処理変換については、仕様で説明されています。

Modify ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Modify ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Modify ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Modify ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、変更の仕様を指定します。
v 入力列および出力列のメタデータが指定されていることを確認します。

Modify ステージ: 「ステージ」ページ
Modify ステージの性質は、Modify ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Modify ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Modify ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。 Modify ス
テージのプロパティーは 1 つのみですが、このプロパティーは必要に応じて反復できます。
表 46. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/仕様

string

N/A

はい

はい

N/A

Modify ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Modify ステージの処理方法を指定します。
仕様
これは、以下のいずれかの形式のステートメントです。
v DROP columnname [, columnname]
v KEEP columnname [, columnname]
v new_columnname:new_type = [explicit_conversion_function] old_columnname
列のドロップを選択した場合、明示的にドロップする列以外のすべての列は保存されます。列の保持を選択
した場合、明示的に保持する列以外のすべての列は除外されます。
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複数の仕様を指定した場合は、各仕様が順次実行されます。
一部のタイプ変換は InfoSphere DataStage により自動的に実行されますが、変換関数を明示的に指定する
必要があるタイプ変換もあります。また、変換できないものもあります。
次の表は使用可能性を要約したものです。縦がソース・フィールドで、横がターゲット・フィールドです。
値の「d」は、自動 (デフォルト) 変換を示します。「m」は、手動変換が必要であることを示します。ブラ
ンクの四角は、変換が不可能であることを示します。
int8
int8

uint8

int16

uint16

int32

uint32

int64

uint64

sfloat

dfloat

d

d

d

d

d

d

d

d

d m

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

uint8

d

int16

d m

d

uint16

d

d

d

int32

d m

d

d

d

uint32

d

d

d

d

d

int64

d m

d

d

d

d

d

uint64

d

d

d

d

d

d

d

sfloat

d m

d

d

d

d

d

d

d

dfloat

d m

d

d

d

d

d

d

d

d

decimal

d m

d

d

d

d m

d

d m

d m

d

d m

string

d m

d

d m

d

d

d m

d

d

d

d m

ustring

d m

d

d m

d

d

d m

d

d

d

d m

raw

m

date

m

time

m

m

m

time
stamp

m

m

m

d

m
m

m

m

decimal

string

ustring

int8

d

d m

d m

uint8

d

d

d

int16

d

d m

d m

uint16

d

d m

d m

int32

d

d m

d m

m

uint32

d

m

m

m

int64

d

d

d

uint64

d

d

d

sfloat

d

d

d

dfloat

d m

d m

d m

d m

d m

decimal
string

d m

ustring

d m

d
d

raw

date

time

timestamp

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

raw
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decimal

string

ustring

raw

date

date

m

m

m

time

m

m

d m

timestamp

m

m

m

time

timestamp

m

デフォルトのタイプ変換では、仕様は以下の形式になります。
new_columnname:new_type = [explicit_conversion_function] old_columnname

例えば、int8 列タイプを作成する場合は次のようになります。
int8col:int8 = uint64col

手動による変換が必要な場合は、仕様は以下の形式になります。
new_columnname:new_type = conversion_function (old_columnname)

例を示します。
day_column:int8 = month_day_from_date (date_column)

new_type には、ソースからの変換でサポートされている任意の宛先タイプを指定できます (すなわち、上
記の表で「m」と示されている列)。例えば、hours_from_time 変換を使用して、time を
int8、int16、int32、dfloat などに変換できます。暗黙的なデータのタイプ変換を行っている場合は、
InfoSphere DataStage から警告が出されます。例えば、hours_from_time の場合、time から int8 への変換
が想定されており、int16、int32、dfloat への変換では警告が出力されます。
以下の表に、使用可能な変換関数をリストします。ソースおよび出力先は、常に列名で指定します。大括弧
内は、オプションの引数で、丸括弧内は、ソースの列名です。

変換

引数

date_from_days_ since

[base_date (date)]
(number_col (int32))

出力タ
イプ
date

説明

例

指定された基準日
に整数を加算し
て、整数フィール
ドを日付に変換し
ます。base_date
の形式は、
yyyy-mm-dd で、

date_col:date = date_from_days_since
["1958-08-18"] (int_col)

二重引用符で囲む
か、変数で指定す
るかのいずれかで
なければなりませ
ん。
date_from_julian_day
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ユリウス日から日
付を返します。

date_col:date = date_from_julian_day
(julian_col)

変換

引数

date_from_string

[date_format]
(string_col (string))

date_from_timestamp

出力タ
イプ

説明

例

date

指定された
date_format を使
用してストリング
を日付表記に変換
します。デフォル
トのストリング・
フォーマットは
yyyy-mm-dd で
す。

date_col:date = date_from_string
["%yyyy-%mm-%dd"] (string_col)

(timestamp_col
(timestamp) )

date

タイム・スタンプ
を日付表現に変換
します。

date_col:date = date_from_timestamp
(ts_col)

date_from_ustring

[date_format]
(string_col (ustring))

date

指定された
date_format を使
用してストリング
を日付表記に変換
します。デフォル
トのストリング・
フォーマットは
yyyy-mm-dd で
す。

date_col:date = date_from_ustring
(ustring_col, "%yyyy-%mm-%dd")

days_since_from_date

[source_date (date)]
(date_col (string))

int32

source_date から
指定の日付までの
日数に対応する値
を返します。
source_date の形
式は、yyyy-mm-dd
で、引用符で囲ん
でも囲まなくても
かまいません。

dayssince_col:int32 =
days_since_from_date ["1958-08-18"]
(sourcedate_col,)

decimal_from_decimal

[r_type]
(source_decimal_ col
(decimal))

decimal

decimal を decimal decimal_col:decimal =
に変換します。
decimal_from_decimal [ceil] (source_col)

decimal_from_dfloat

[r_type] (source_
dfloat_ col (dfloat))

decimal

dfloat を decimal
に変換します。

decimal_col:decimal =
decimal_from_dfloat [ceil] (source_col)

decimal_from_string

[r_type] (source_
string_ col (string))

decimal

string を decimal
に変換します。

decimal_col:decimal =
decimal_from_string [ceil] (source_col)

decimal_from_ustring

[r_type] (source_
ustring_ col (ustring))

decimal

ustring を decimal
に変換します。

decimal_col:decimal =
decimal_from_ustring [ceil] (source_col)

dfloat_from_decimal

[fix_zero] (source_dec_ dfloat
col (decimal))

decimal を dfloat
に変換します。

dfloat_col:dfloat = dfloat_from_decimal
[fix_zero] (source_col)

hours_from_time

(source_time_ col
(time))

int8

時刻から時のみを
返します。

hours_col:int8 = hours_from_time
(time_col)

int32_from_decimal

[r_type, fix_zero]
(source_ decimal_ col
(decimal))

int32

decimal を int32
に変換します。

int32_col:int32 = int32_from_decimal
[ceil] [fix_zero] (dec_col)
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変換

引数

int64_from_decimal

[r_type, fix_zero]
(source_ decimal_ col
(decimal))

julian_day_from_date

出力タ
イプ

説明

例

int64

decimal を int64
に変換します。

int64_col:int64 = int64_from_decimal
[ceil] (dec_col)

(date_col (date))

uint32

(date) 日付からユ
リウス日を返しま
す。

julianday_col:uint32 =
julian_day_from_from_date (date_col)

lookup_string_from
_int16

[table_ definition ],
(number_col (int16))

string

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
数値をストリング
に変換します。

gendercol:string =
lookup_string_from_int16 [{default_value
= 2} ('f' = 1; 'm' = 2)] (gendercode)

lookup_ustring_from
_int16

[table_ definition ]
(number_col (int16))

ustring

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
数値を ustring に
変換します。

gendercol:ustring =
lookup_ustring_from_int16
[{default_value = 2} ('f' = 1; 'm' = 2)]
(gendercode)

lookup_ustring_from
_int32

[table_ definition ]
(number_col (int32))

ustring

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
数値を ustring に
変換します。

gendercol:ustring =
lookup_string_from_int32 [{default_value
= 2} ('f' = 1; 'm' = 2)] (gendercode)

lookup_string_from
_uint32

[table_ definition ]
(number_col (uint32))

string

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
数値をストリング
に変換します。

gendercol:string =
lookup_string_from_uint16
[{default_value = 2} ('f' = 1; 'm' = 2)]
(gendercode)

lookup_int16_from
_string

[table_ definition ]
(string_col (string))

int16

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
ストリングを数値
に変換します。

int_col:int16 = lookup_int16_from_string
[{default_value = 2} ('f' = 1; 'm' = 2)]
(gendercode)

lookup_int16_from
_ustring

[table_ definition ]
(ustring_col (ustring))

int16

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
ストリングを数値
に変換します。

int_col:int16 = lookup_int16_from_ustring
[{default_value = 2} ('f' = 1; 'm' = 2)]
(gendercode)

lookup_uint32_from
_string

[table_ definition ]
(string_col (string))

uint32

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
ストリングを数値
に変換します。

int_col:uint32 =
lookup_uint32_from_string
[{default_value = 2} ('f' = 1; 'm' = 2)]
(gendercode)

lookup_uint32_from
_ustring

[table_ definition ]
(ustring_col (ustring))

uint32

ルックアップ・テ
ーブルを使用して
ustring を数値に変
換します。

int_col:uint32 =
lookup_uint32_from_ustring
[{default_value = 2} ('f' = 1; 'm' = 2)]
(gendercode)

lowercase_string

(instring_col (string))

string

ストリングをすべ
て小文字に変換し
ます。英字以外の
文字は変換時に無
視されます。

ostring_col:string = lowercase_string
(istring_col)
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変換

引数

出力タ
イプ

lowercase_ustring

(instring_col (ustring))

string

説明

例

ustring をすべて小 ostring_col:ustring = lowercase_string
(istring_col)
文字に変換しま
す。英字以外の文
字は変換時に無視
されます。

mantissa_from _decimal (decimal_col (decimal)) dfloat

与えられた
decimal の仮数を
返します。

matissa_col:dfloat =
mantissa_from_decimal (dec_col)

mantissa_from_dfloat

(dfloat_col (dfloat))

dfloat

与えられた dfloat
の仮数を返しま
す。

matissa_col:dfloat = mantissa_from_dfloat
(dfloat_col)

microseconds
_from_time

(time_col (time))

int32

時刻フィールドの
マイクロ秒を返し
ます。

msec_col:int32 =
microseconds_from_time (time_col)

midnight_seconds
_from_time

(time_col (time))

dfloat

指定された時刻の
午前 0 時からの
秒数を返します。

midsec_col:dfloat =
midnight_seconds_from_ time (time_col)

minutes_from_time

(time_col (time))

int8

時刻フィールドの
分を返します。

minsec_col:int8 = minutes_from_time
(time_col)

month_day _from_date

(date_col (date))

int8

日付フィールドの
日にちを返しま
す。

monthday_col:int8 =
month_day_from_date (date_col)

month_from_date

(date_col (date))

int8

日付フィールドの
月を数値で返しま
す。

month_col:int8 = month_from_date
(date_col)

next_weekday_from
_date

[day] (date_col (date))

date

ソース日付以降で
最も早い、指定さ
れた曜日に当たる
日付を返します。
day は、曜日を指
定するストリング
です。曜日名の先
頭 3 文字、ある
いは、完全な曜日
名を使用して、
day を指定できま
す。 day は、単
一引用符または二
重引用符で囲む
か、または引用符
を省略して指定で
きます。

nextday_col:date =
next_weekday_from_date [wed](date_col)

notnull

(any)

int8

isnotnull_col:int8 = notnull (test_col)
式の評価結果が
NULL 値にならな
ければ、真 (1) を
返します。
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変換

引数

出力タ
イプ

NULL

(any)

int8

isnull_col:int8 = null (test_col)
式の評価結果が
NULL 値になった
ら、真 (1) を返し
ます。

previous_weekday
_from_date

[day] (date_col (date))

date

書き込み先には、
ソース日付以前で
指定された曜日に
最も近い日付が格
納されます。day
は、曜日を指定す
るストリングで
す。曜日名の先頭
3 文字、あるい
は、完全な曜日名
を使用して、day
を指定できます。
day は、単一引用
符または二重引用
符で囲むか、また
は引用符を省略し
て指定できます。

prevday_col:date =
previous_weekday_from_date
[wed](date_col)

raw_from_string

(string_col (string))

raw

ストリングを
RAW 形式に変換
して返します。

raw_col:raw = raw_from_string
(string_col)

raw_length

(raw_col (raw))

int32

raw フィールドの
長さを返します。

rawlength_col:int32 = raw_length
(raw_col)

seconds_from_time

(time_col (time))

dfloat

時刻フィールドの
秒を返します。

sec_col:dfloat = seconds_from_time
(time_col)

seconds_since_from
_timestamp

(timestamp_col
(timestamp))

dfloat

timestamp で与え
られた時刻から経
過した秒数を返し
ます。

secsince_col:dfloat =
seconds_since_from_ timestamp
(timestamp_col)

string_from_date

[date_format] (date_col
(date))

string

指定された
date_format を使
用して日付をスト
リング表記に変換
します。

datestring_col:string = string_from_date
[%dd-%mm-%yyyy] (date_col)

string_from_decimal

[fix_zero] (decimal_col
(decimal)

string

decimal を string
に変換します。

string_col:string = string_from_decimal
[fix_zero] (dec_col)

string_from_time

[time_format] (time_col
(time))

string

指定された
time_format を使
用して時刻をスト
リング表記に変換
します。デフォル
トの時刻形式は、
%hh:%nn:%ss で
す。

timestring_col:string = string_from_time
[%hh:%nn:%ss.] (time_col)
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説明

例

変換

引数

出力タ
イプ

string_from _timestamp [timestamp_ format]
(timestamp_col
(timestamp))

説明

例

指定された
timestamp_ format
を使用してタイ
ム・スタンプをス
トリング表記に変
換します。デフォ
ルトのタイム・ス
タンプ形式は、
%yyyy-%mm-%dd.
%hh:%nn:%ss で
す。

stringtimestamp_col:string =
string_from_timestamp
[%yyyy-%mm-%dd. %hh:%nn:%ss.]
(timestamp_col)

string_from_ustring

(string_col (ustring))

string

ustring をストリン string_col:string = string_from_ustring
グに変換します。 (ustring_col)

string_length

(string_col (string))

int32

ストリングの長さ length_col:int32 = string_length
が入った int32 を (string_col)
返します。

substring

[startPosition, len]
(string_col (string))

string

ストリング抽出を
行って長いストリ
ングを短いストリ
ングに変換しま
す。startPosition
は、サブストリン
グの開始位置を指
定します。len
は、サブストリン
グの長さを指定し
ます。
startPosition が正
の数の場合、スト
リングの先頭から
のバイト・オフセ
ットを指定しま
す。startPosition
が負の数の場合、
ストリングの末尾
からのバイト・オ
フセットを指定し
ます。

shorstring_col:string = substring [5,10]
(longstring_col)

time_from_midnight
_seconds

(dfloat_col (dfloat))

time

午前 0 時からの
秒数フィールドの
時刻を返します。

time_col:time = time_from_midnight
_seconds (dfloat_col)
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変換

引数

time_from_string

[time_format]
(string_col (string))

time_from_timestamp

出力タ
イプ

説明

例

time

指定された
time_format を使
用してストリング
を時刻表記に変換
します。デフォル
トの時刻形式は、
%hh:%nn:%ss で
す。

time_col:time = time_from_string
[%hh:%nn:%ss.] (string_col)

(timestamp_col
(timestamp))

time

タイム・スタンプ
から時刻を返しま
す。

time_col:time = time_from_timestamp
(timestamp_col)

time_from_ustring

(string_col (ustring))

time

ustring から時刻を time_col:time = time_from_ustring
返します。
(string_col)

timestamp_from_date

[time](date_col (date))

time
stamp

日付からタイム・ timestamp_col:timestamp =
スタンプを返しま timestamp_from_date [08:20:33]
す。time 引数は、 (date_col)
タイム・スタンプ
の結果の作成に使
用する時刻をオプ
ションで指定しま
す。その形式は
hh:nn:ss でなけれ
ばなりません。省
略した場合、time
はデフォルトで午
前 0 時とみなさ
れます。

timestamp_from
_seconds_since

(secondssince_col
(dfloat))

time
stamp

経過した秒数から
タイム・スタンプ
を返します。

timestamp_col:timestamp =
timestamp_from_seconds_ since
(secondssince_col)

time
stamp

指定された
timestamp_ format
を使用してストリ
ングをタイム・ス
タンプ表記に変換
します。ストリン
グのデフォルトの
形式は、
%yyyy-%mm-%dd
hh:nn:ss です。

timestamp_col:timestamp =
timestamp_from_string
[%yyyy-%mm-%dd hh:nn:ss] (string_col)

timestamp_from _string [timestamp_ format]
(string_col (string))
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出力タ
イプ

変換

引数

説明

例

timestamp_from_time

[date](time_col (time))

time
stamp

時刻からタイム・ timestamp_col:timestamp =
スタンプを返しま timestamp_from_time [1958-08-18]
す。date 引数は必 (time_col)
須指定です。これ
は、タイム・スタ
ンプの日付部分
を、 yyyy-mm-dd
の形式で指定しま
す。

timestamp_from _timet

(timet_col (int32))

time
stamp

time_t からタイ
ム・スタンプを返
します。ソース・
フィールドには、
UNIX の time_t
表記で定義されて
いるタイム・スタ
ンプが必要です。

timestamp_col:timestamp =
timestamp_from_timet (timet_col)

timestamp_from
_ustring

(string_col (ustring))

time
stamp

ustring からタイ
ム・スタンプを返
します。

timestamp_col:timestamp =
timestamp_from_ustring (string_col)

timet_from _timestamp

(tstamp_col
(timestamp))

int32

タイム・スタンプ timet_col:int32 = timet_from_timestamp
から time_t を返 (tstamp_col)
します。出力列に
は、UNIX の
time_t 表記で定義
されているタイ
ム・スタンプが必
要です。

uint64_from_decimal

[r_type, fix_zero]
(dec_col (decimal))

uint64

decimal を uint64
に変換します。

int_col:uint64 = uint64_from_decimal
[ceil, fix_zero] (dec_col)

uppercase_string

(string_col (string))

string

ストリングをすべ
て大文字に変換し
ます。英字以外の
文字は変換時に無
視されます。

string_col:string = uppercase_string
(instring_col)

uppercase_ustring

(string_col (ustring))

ustring

ustring をすべて大 ustring_col:string = uppercase_ustring
(string_col)
文字に変換しま
す。英字以外の文
字は変換時に無視
されます。

u_raw_from_string

(string_col (ustring))

raw

ustring から RAW raw_col:raw = u_raw_from_string
を返します。
(string_col)

ustring_from_date

(date_col (date))

ustring

日付から ustring
を返します。

string_col:ustring = ustring_from_date
(date_col)
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変換

引数

出力タ
イプ

ustring_from_decimal

(dec_col (decimal))

ustring_from_string

説明

例

ustring

decimal から
ustring を返しま
す。

string_col:ustring = ustring_from_decimal
(dec_col)

(string_col (string))

ustring

ストリングから
ustring を返しま
す。

string_col:ustring = ustring_from_string
(string_col)

ustring_from_time

(time_col (time))

ustring

時刻から ustring
を返します。

string_col:ustring = ustring_from_time
(time_col)

ustring_from
_timestamp

(timestamp_col
(timestamp))

ustring

タイム・スタンプ
から ustring を返
します。

string_col:ustring =
ustring_from_timestamp (timestamp_col)

ustring_length

(string_col (ustring))

int32

ustring の長さを返 length_col:int32 = ustring_length
します。
(string_col)

u_substring

[startPosition, len]
(string_col (string))

ustring

ストリング抽出を shorstring_col:ustring = substring [5,10]
行って長い ustring (longstring_col)
を短い ustring に
変換します。
startPosition は、
サブストリングの
開始位置を指定し
ます。len は、サ
ブストリングの長
さを指定します。
startPosition が正
の数の場合、スト
リングの先頭から
のバイト・オフセ
ットを指定しま
す。startPosition
が負の数の場合、
ストリングの末尾
からのバイト・オ
フセットを指定し
ます。
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出力タ
イプ

変換

引数

説明

例

weekday_from_date

[originDay] (date_col
(date))

int8

日付から曜日を返 dow_int:int8 = [mon] (date_col)
します。originDay
は、週のゼロ日目
となる曜日を指定
するストリングで
す。この曜日は、
曜日名の先頭 3
文字、あるいは、
完全な曜日名を使
用して指定できま
す。省略した場
合、開始曜日とし
て Sunday が定義
されます。
originDay は、単
一引用符もしくは
二重引用符で囲む
か、または引用符
を省略して指定す
ることもできま
す。

year_day_from_date

(date_col (date))

int16

日付からその年の
何日目かを返しま
す (戻り値: 1 か
ら 366)。

doy_col:int16 = year_day_from_date
(date_col)

year_from_date

(date_col (date))

int16

日付から年を返し
ます。

year_col:int16 = year_from_date
(date_col)

year_week_from_date

(date_col (date))

int8

日付からその年の
何週目かを返しま
す。

week_col:int8 = year_week_from_date
(date_col)

table_definition は、次の形式で、ストリング・ルックアップ・テーブルの行を定義します。
{propertyList} (’string’ = value; ’string’ = value; ... )

ここで、
v propertyList は、次に示す 1 つ以上のオプションを指定します。リスト全体を中括弧で囲み、複数のプ
ロパティーを指定する場合はプロパティー間をコンマで区切ります。
– 「case_sensitive」。ストリングのマッチングの際、大/小文字を区別して検索を実行します。デフォル
トでは、大/小文字を区別しません。
– 「default_value = defVal」。 表内のどのストリングにも一致しないストリングに対して返されるデフ
ォルトの数値です。
– 「default_string = defString」。表内のどの数値にも一致しない数値に対して返されるデフォルトのス
トリングです。
v string は、値に関連付けられる、コンマ区切りのストリング・リストを指定します。各ストリングは、引
用符で囲みます。
v value は、string に関連付けられる、コンマ区切りの 16 ビットの整数値のリストを指定します。
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date_format は、標準の日付のフォーマット・ストリングで、 34 ページの『日付形式と時刻形式』に説明が
あります。
R_type は、丸め方式を示すストリングで、次のいずれかを指定します。
v 「ceil」。ソース・フィールドを正の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 2、-1.6 -> -1
v 「floor」。ソース・フィールドを負の無限方向に丸めます。例: 1.6 -> 1、-1.4 -> -2
v 「round_inf」。ソース・フィールドを最も近い表現可能な値に四捨五入します。5 の値の場合、正の値
は正の無限方向に、負の値は負の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 1、1.5 -> 2、-1.4 -> -1、-1.5 -> -2。
v 「trunc_zero」。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端の小数桁より右の小数桁をすべて切り
捨てます。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨てられます。宛先が 10 進数でス
ケールが現在より小さい場合、宛先の 10 進数のスケール・サイズに合わせて丸めるか、切り捨てま
す。例: 1.6 -> 1、-1.6 -> -1。
すべてがゼロで構成される列 (デフォルトでは無効) が値にゼロを持つ有効な 10 進数として扱われるよう
に、ソースの 10 進数列に fix_zero を指定できます。

Modify ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。入力データ・セットが存在する場合、前のス
テージから引き継がれた「設定」または「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリ
ア」を選択することもできます。次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設
定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Modify ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、変更する入力データ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1
つだけです。
「入力」ページでは、変更する入力データ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンクは 1
つだけです。
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「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Modify ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Modify ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、変更を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の詳
細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
Modify ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Modify ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Modify ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで Modify ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Modify
ステージのデフォルトの方法です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
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v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Modify ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変更処理を実行す
るように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで
入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できま
せん)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Modify ステージ: 「出力」ページ
出力の各タブの全般的な説明については、『ステージ・エディター』を参照してください。
『ステージ・エディター』
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Filter ステージ
Filter ステージは処理ステージです。このステージは、指定された要件を満たす入力データ・セットのレコ
ードを変更せずに転送し、それ以外のすべてのレコードをフィルターで除外します。
Filter ステージは処理ステージです。1 つの入力リンク、さまざまな出力リンク、および必要に応じて 1
つのリジェクト・リンクを設定できます。
Filter ステージは、指定された要件を満たす入力データ・セットのレコードを変更せずに転送し、それ以外
のすべてのレコードをフィルターで除外します。異なる要件を指定することで、行を異なる出力リンクに振
り分けられます。必要な場合は、フィルターで除外したレコードをリジェクト・リンクに送信できます。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。フィルタリングするデータを入力する入力リンクの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージからさまざまな出力リンクに出力されるフィルター済みデータの詳細を指定
します。

フィルターの指定
式を指定する際に使用できるエレメントをリストしています。Filter ステージの処理は、設定する式によっ
て制御されます。

このタスクについて
「プロパティー」タブの「WHERE」プロパティーで設定した式によって、Filter ステージの処理が決まり
ます。次のエレメントを使用して、式を指定できます。
v 入力列
v 入力列の内容に関連する条件
v 比較に使用する定数 (オプション)
v 条件を結合するブール演算子の AND および OR。
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レコードが条件に合致した場合、そのレコードは変更されずに指定された出力リンクに書き込まれます。
「WHERE」プロパティーは、ストリングの比較以外は標準的な SQL 式をサポートします。
フィルター内の引用には、二重引用符ではなく、単一引用符を使用してください。

入力データ列
評価の対象として指定する単一列は、いずれのデータ・タイプでもかまいません。列を比較する場合は、デ
ータ・タイプが同じか互換性がある列でなければなりません。列のデータ・タイプは、このセクションで説
明するルールに従って変換されます。
単一の列を評価の対象として指定でき、列のデータ・タイプは特に制限されません。InfoSphere DataStage
では、ストリングの扱い方が標準 SQL とは少し異なるので注意してください。列を比較する場合は、デー
タ・タイプが同じか互換性があるフィールドでなければなりません。データ・タイプが異なるか互換性がな
い場合には、その処理は終了し、エラーが返されます。互換性のあるデータ・タイプとは、InfoSphere
DataStage がデフォルトで変換するデータ・タイプです。変換方法に関係なく、行全体がそのまま出力に転
送されます。上流のステージから Filter ステージに入力される列に互換性がない場合、Filter ステージの前
に Modify ステージを使用してタイプを変換できます。
列のデータ・タイプは、以下のルールに従って変換されます。
v 整数は、符号付き/符号なしにかかわらず、浮動小数点タイプと比較されるときは浮動小数点に変換され
ます。
v 一般的なデータ・タイプ間での比較では、サイズが小さいものが大きいものに変換されます (sfloat から
dfloat、uint8 から uint16 など)。
v 符号付き整数と符号なし整数が比較される場合、符号なし整数が符号付き整数に変換されます。
v タイプ変換では decimal、raw、string、time、date、timestamp は扱えません。これらのデータ・タイプの
いずれかを別のデータ・タイプと比較すると、filter オペレーターはエラーを返して終了します。
入力フィールドには NULL が入っていることがあります。NULL だった場合、オペレーターの「NULL
を最後に」オプションを指定しない限り、NULL 値はほかのすべての NULL 以外の値より小さいと見なさ
れます。
注: 数値データ・タイプの変換では、有効範囲の欠落により誤った結果になることがあります。InfoSphere
DataStage は、範囲が欠落した場合、その旨の警告メッセージを表示します。

サポートされるブール式と演算子
特定のブール式および演算子がサポートされています。
サポートしているブール式を下記にまとめます。このリストでは、BOOLEAN は任意のブール式を示しま
す。
v true
v false
v 6 種類の比較演算子: =, <>, <, >, <=, >=
v is null
v is not null
v like 'abc' (第 2 オペランドは正規表現でなければなりません)
v between (例えば、「A between B and C」は「B <= A and A> = C」と同等です)
v not BOOLEAN
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v BOOLEAN is true
v BOOLEAN is false
v BOOLEAN is not true
v BOOLEAN is not false
AND または OR を使用して、上記の任意の組み合わせが可能です。
アソシエーションの順序:
式のアソシエーションの順序は左から右です。
SQL と同様に、式は左から右に関連付けられます。AND と OR の優先順位は同じです。フィールドと式
を括弧で囲んで、評価順序を変えることができます。

ストリングの比較
InfoSphere DataStage は、一般的な規則に従ってストリングの値をソートします。
ストリングの値は、次の規則に従ってソートされます。
v 文字は辞書式順序でソートされます。
v ストリングは ASCII 値によって評価されます。
v ソートでは、大/小文字を区別し、ソートされたデータでは大文字が小文字の前に配置されます。
v 「NULL を最後に」オプションが指定されない限り、ソート済みデータ・セット内で NULL 文字は
NULL 以外の文字の前に配置されます。
v バイトごとの比較を実行します。

例
次に、「WHERE」プロパティーの例をいくつか示します。
次に、「WHERE」プロパティーの例をいくつか示します。
2 つのフィールドの比較:
列 number1 と列 number2 を比較するとします。
列 number1 のデータが列 number2 のデータより大きい場合、対応するレコードが出力リンク 2 に書き込
まれます。
「WHERE」プロパティーに次のように入力します。
name1 > name2

次に、従属プロパティーの「出力リンク」プロパティーで出力リンク 2 を選択します。(出力リンクの番号
順を指定するには、「リンク順序」タブを使用します)。
NULL のテスト:
このプロパティーを使用して、列のシリアル番号に NULL が含まれているかどうかを確認します。
列 serialno をテストし、このフィールドに NULL が含まれているかどうかを確認したうえ、含まれている
場合には、対応するレコードを出力リンクに書き込むものとします。
「WHERE」プロパティーに次のように入力します。
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serialno is null

この例で、ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。ステージはデフォルトで出力リンクに書き
込むため、「出力リンク」プロパティーを指定する必要はありません。
入力列の評価:
各入力行を評価し、特定の条件が満たされているかどうかを確認するものとします。
各入力行を評価し、以下の条件が満たされているかどうかを確認するものとします。
v 次のすべてが真である。
– 列 number1 の値が 0 でない
– 列 number2 の値が 3 でない
– 列 number3 の値が 0 である
v または、列名がストリング ZAG と同じ。
「WHERE」プロパティーに次のように入力します。
number1 <> 0 and number2 <> 3 and number3 = 0 or name = ’ZAG’

これらの条件が満たされる場合、ステージは出力リンクに行を書き込みます。

Filter ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Filter ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Filter ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Filter ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– どのレコードを受け入れてどのレコードをフィルターで除外するかを決定する仕様を指定します。こ
れは、WHERE 節の形式で指定します。それぞれ異なるリンクに適用される複数のステートメントを
指定できます。
– どの WHERE 節がどの出力リンクに対応するかを指定します。
– すべての WHERE 節に合致しない行をリジェクト・リンクに送るかどうかを指定します。
– 最初に合致した WHERE 節にのみ行を出力するか、あるいは、合致したすべての WHERE 節に行を
出力するかを指定します。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、出力リンクを処理する順序を指定します。これは、最初
に合致する WHERE 節に対してのみ行を出力することを指定する場合に重要です。
v 入力リンクと出力リンク、および該当する場合はリジェクト・リンクにメタデータが定義されているこ
とを確認します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、フィルター処理するデータ・セットの入力列を、さまざまな
出力リンクの列にマッピングする方法を指定します。

428

パラレル・ジョブ開発者ガイド

Filter ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、出力リンクが処理される順序を指定できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有
効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決
定できます。

Filter ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Filter ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 47. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

述部/WHERE 節

string

N/A

はい

はい

N/A

述部/出力リンク

出力リンク

N/A

はい

いいえ

WHERE 節

オプション/リジ
ェクトを出力

「真」/「偽」

偽

はい

いいえ

N/A

オプション/行を
一度だけ出力

「真」/「偽」

偽

はい

いいえ

N/A

より小さい

いいえ

いいえ

N/A

オプション/NULL より小さい/より
値
大きい

「述部」カテゴリー:
「プロパティー」タブを使用して、「述部」カテゴリーでの Filter ステージの処理方法を指定します。
Filter ステージ: WHERE 節
このリンクに転送するために、その行が満たしている必要のある WHERE ステートメントを指定します。
これは、SQL WHERE 節に似ています。詳しくは、フィルターの指定を参照してください。
出力リンク
WHERE 節に対応する出力リンクを指定します。
Filter ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Filter ステージの処理方法を指定します。
リジェクトを出力
どの WHERE 節の条件も満たさない行をリジェクト・リンクに出力するには、これを「真」に設定します
(パラレル・ジョブ・キャンバスのどのリンクがリジェクト・リンクであるかを必ず指定してください)。
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行を一度だけ出力
最初に条件を満たす WHERE 節のリンクにのみ行を出力する場合は、これを「真」に設定します。条件を
満たすすべての WHERE 節のリンクに行を出力する場合は、「偽」に設定します。
NULL 値
NULL 値を他の値より大きい値として扱うか、または小さい値として扱うかを指定します。

Filter ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた設定が採用さ
れます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ステージでパーティションを
維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Filter ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、出力リンクが処理される順序を指定できます。この設定は、「行を一度だけ出力」プロパテ
ィーを「真」に設定した場合に重要です。

Filter ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Filter ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示されま
す。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりできま
す。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Filter ステージでは、
WHERE 節を評価するときにこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リストの横の矢
印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指定しま
す。
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Filter ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、フィルタリングするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リン
クは 1 つだけです。
「入力」ページでは、フィルタリングするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リン
クは 1 つだけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Filter ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な
説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Filter ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、フィルターを実行する前に入力データをパーティション化または収集する方
法の詳細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
Filter stage が順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォルトの
「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Filter ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Filter ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Filter ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Filter ス
テージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
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v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Filter ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用
している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その
行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、重複削除処理を実
行するよう指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージ
で入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステー
ジでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、
選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用
できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。
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Filter ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Filter ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Filter ステージには、任意の数の出力リンクと、1 つのリジェクト・リンクを設定できます。処理するリン
クを「出力名」ドロップダウン・リストから選択します。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Filter ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Filter ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説明
については、ステージ・エディターを参照してください。

Filter ステージ: 「マッピング」タブ
Filter ステージの場合は、「マッピング」」タブを使用して出力列の取得方法、すなわち、どのフィルター
済み列を出力列にマッピングするかを指定できます。
左のペインに、フィルター済みの列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更でき
ません。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。コピーした列をドラッグして指定するか、または自動マッチング機能を使
用して指定することができます。

External Filter ステージ
External Filter ステージは、処理対象のデータに対してフィルターとして機能する UNIX コマンドを指定
するための、処理ステージです。
External Filter ステージは処理ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リン
クを設定できます。
External Filter ステージでは、処理対象のデータに対してフィルターとして機能する UNIX コマンドを指
定できます。例えば、このステージでデータ・セットに grep を実行して、特定のストリングやパターンを
検索し、一致するものが含まれないレコードを破棄できます。この方法を使用すると、データを高速かつ効
率的にフィルタリングできます。

コマンドの実行前に、データの先頭と末尾の空白が除去されます。この動作を回避するには、スキーマにフ
ォーマット・オプションをセットする明示的なラップ・コマンドを使用します。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
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v 「ステージ」ページ。ステージの一般情報を指定します。
v 「入力」ページ。フィルタリングするデータをもたらす入力リンクの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力されるフィルター済みデータの詳細を指定します。

External Filter ステージ: ファースト・パス
このセクションでは External Filter ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に External Filter ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
External Filter ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、ステージで使用するフィルター・コマンドを指定しま
す。必要に応じて、コマンドに必要な引数を追加します。

External Filter ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

External Filter ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、External Filter ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 48. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/フィ
string
ルター・コマンド

N/A

はい

いいえ

N/A

オプション/引数

N/A

いいえ

いいえ

N/A

string

External Filter ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、External Filter ステージの処理方法を指定します。
フィルター・コマンド
実行するフィルター・コマンド・ラインと、それに必要なコマンド・ライン・オプションを指定します。例
を示します。
grep
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External Filter ステージで grep コマンドを使用すると、列データ内に含まれる先頭または末尾のスペース
文字は、ステージの出力に送信されません。この振る舞いを回避するには、Wrapped ステージを使用しま
す。この例では、コンマ (,) を使用してフィールドを区切っています。
#!/bin/sh
# -----------------------------------------------------------# mygrep.op -- ’wrapped grep’ example
# -----------------------------------------------------------#
cat <<END
{
wrapped, kind = parallel,
command = "grep ’abc’",
port = { input = 0, fd = 0, schema = "record{delim=’,’}()" },
port = { output = 0, fd = 1, schema = "record{delim=’,’}()" },
usage = "mygrep"
}
END
# -----------------------------------------------------------# End of wrapper
# ------------------------------------------------------------

引数
コマンド・ラインに必要な引数を指定します。例を示します。
¥(cancel¥).*¥1

grep コマンドと一緒に指定すると、「cancel」というストリングが 2 つ含まれているレコードがすべて抽
出され、それ以外のレコードは破棄されます。

External Filter ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた設定が採用さ
れます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。次のステージでパーティショ
ンを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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External Filter ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、フィルタリングするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リン
クは 1 つだけです。
「入力」ページでは、フィルタリングするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リン
クは 1 つだけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
External Filter ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブ
の全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

External Filter ステージ: 入力リンクでのパーティション
「パーティション」タブでは、フィルターを実行する前に入力データをパーティション化または収集する方
法の詳細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
External Filter ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデ
フォルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v External Filter ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
External Filter ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで External Filter ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが External
Filter ステージのデフォルトのコレクション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
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v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは External Filter ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モー
ドを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次
第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、重複削除処理を実
行するよう指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージ
で入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステー
ジでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、
選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用
できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。
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External Filter ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、External Filter ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステー
ジのタブでは、説明 (省略可能) の指定と、デフォルトのバッファリング設定の変更を行うことができま
す。列定義を表示することもできます。
「出力」ページでは、External Filter ステージからの出力データの詳細を指定できます。ステージに設定で
きる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
これらのタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Change Capture ステージ
Change Capture ステージは、2 つのデータ・セットを比較してその差分を表すレコードを作成する、処理
ステージです。
Change Capture ステージは処理ステージです。このステージでは 2 つのデータ・セットが比較され、その
差分を表すレコードが作成されます。
Change Capture ステージには、変更前データ・セットと変更後データ・セットの 2 つの入力データ・セッ
トが入力されます。そして、変更後データ・セットを得るために変更前データ・セットに加えられた変更を
示すレコードを含む、1 つのデータ・セットが出力されます。このステージで生成される変更データ・セッ
トの表定義は、変更後データ・セットの表定義に 1 つの列を加えたものです。追加される列には、挿入、
削除、コピー、編集の 4 つのアクションをエンコードした値を持つ変更コードが含まれます。変更デー
タ・セットには「パーティションの保持」フラグが設定されます。
比較はキー列のセットに基づいて実行されます。キー列の値が同じ場合は、2 つのデータ・セットの行は互
いにコピーであるとみなされます。オプションで、変更値を指定することもできます。2 つの行のキー列が
一致した場合は、行の値列を比較して、一方がもう一方を編集したコピーであるかどうかを確認できます。
このステージでは、入力データがキー・パーティション化され、昇順でソートされていることが前提になっ
ています。データがハッシュ化されている列を、データの比較に使用されるキー列とする必要があります。
ソートとパーティションは、Sort ステージを使用するか、Change Capture ステージに組み込まれたソート
とパーティションの機能を使用して実行できます。
このステージとセットで使用される Change Apply ステージを使用して、Change Capture ステージからの
変更とオリジナルの変更前データ・セットを結合して、変更後データ・セットを再現することもできます
( 482 ページの『Switch ステージ』を参照してください)。
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Change Capture ステージは、 457 ページの『Difference ステージ』で説明する Difference ステージと非常
によく似ています。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。重複データを削除するデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

サンプル・データ
この例では、変更前 データ・セットおよび変更後 データ・セットと、Change Capture ステージで出力さ
れるデータ・セットを示しています。
この例では、変更前 データ・セットと変更後 データ・セットと、Change Capture ステージでそれらのデ
ータ・セットが比較されたときに出力されるデータ・セットを示します。
これは変更前 データ・セットです。
表 49. 変更前データ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

a

1

7

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

5

4

4

e

5

2

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i
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表 49. 変更前データ・セット (続き)
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

9

9

9

9

j

これは変更後 データ・セットです。
表 50. 変更後データ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

a

1

1

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

4

4

4

e

5

5

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

これは、Change Capture ステージから出力されたデータ・セットです (bcol4 はキー列、bcol1 は値列で
す)。
表 51. 変更データ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

change_code

1

1

1

1

b

3

4

4

4

4

e

3

5

5

5

5

f

3

change_code は、これらの 3 つの行で、変更後データ・セットの bcol1 列が編集されていることを示しま
す。bcol1 列には、編集後の値が格納されます。

Change Capture ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Change Capture ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Change Capture ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. ステージページの「プロパティー」タブに移動します。
2. キー列を指定します。複合キーを指定するには、このプロパティー設定を反復します。キー列 (複数可)
に同じ値がある場合は、変更前 行と変更後 行が同一であるとみなされます。
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3. 必要に応じて値列 (複数可) を指定します。列を指定すると、変更後 行が変更前 行の編集済みのもの
になっているかどうかを確認できるようになります。
注: また、「変更モード」プロパティーを設定して、InfoSphere DataStage で、キーとして定義されてい
ないすべての列を値として扱うようにするか、値として定義されていないすべての列をキーとして扱う
ようにすることができます。
4. ステージで変更済み行を出力するか、ドロップするかを指定します。変更の種類 (コピー、削除、編
集、または挿入) ごとに指定できます。
5. 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、2 つのリンクのどちらで「変更前」データ・セットを扱
い、どちらで「変更後」データ・セットを扱うかを指定します。
6. 2 つの入力データ・セットが、まだキー列に基づいてキー・パーティション化もソートもされていない
場合、「入力」ページの「パーティション」タブで、InfoSphere DataStage がこれを行うように設定し
ます。
7. 「出力」ページの「マッピング」タブで、変更データ列を出力リンク列にマッピングする方法を指定し
ます。

Change Capture ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、どちらの入力リンクで変更前 データ・セットを扱い、どちらで変更後 データ・セットを扱うかを
指定できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、
プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Change Capture ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Change Capture ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 52. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

変更キー/キー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

変更キー/大/小文
字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

変更キー/ソート
順序

昇順/降順

昇順

いいえ

いいえ

キー

変更キー/NULL
の位置

最初/最後

First

いいえ

いいえ

キー

変更値/値

入力列

N/A

いいえ

はい

N/A

変更値/大/小文字
の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

値
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表 52. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/変更
モード

キーおよび値を明 キーおよび値を明 はい
示指定
示指定/値は明示
指定、値以外はす
べてキー/キーは
明示指定、キー以
外はすべて値

いいえ

N/A

オプション/ログ
統計

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/挿入
「真」/「偽」
の出力をドロップ

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/削除
「真」/「偽」
の出力をドロップ

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/編集
「真」/「偽」
の出力をドロップ

偽

いいえ

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/コピ
ーの出力をドロッ
プ

真

いいえ

いいえ

N/A

オプション/コー
ド列名

string

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/コピ
ー・コード

数値

0

いいえ

いいえ

N/A

オプション/削除
コード

数値

2

いいえ

いいえ

N/A

オプション/編集
コード

数値

3

いいえ

いいえ

N/A

オプション/挿入
コード

数値

1

いいえ

いいえ

N/A

Change Capture ステージ: 「変更キー」カテゴリー:
差分キー入力列の名前を指定します。
キー
このプロパティーを繰り返すことで、複数の差分キー入力列を指定できます。必要であれば「列の選択」ダ
イアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。「キー」には、次の従属プロパティー
があります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各キーで大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定
は「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。
v ソート順序
ソート順 (昇順または降順) を指定します。
v NULL の位置
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NULL 値を置く位置を、先頭か末尾かに指定します。
Change Capture ステージ: 「変更値」カテゴリー:
値
値入力列の名前を指定します。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数の
値を選択することができます。「値」プロパティーには次の従属プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各値で大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定は
「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。
Change Capture ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Change Capture ステージの処理方法を指定します。
変更モード
このモードによって、キーと値の指定方法が決定されます。キーおよび値を独自に指定する場合は「キーお
よび値を明示指定」を選択します。値列は定義する必要があるが、それ以外のすべての列は除外されていな
い限りキー列にする場合は、「値は明示指定、値以外はすべてキー」を選択します。キー列は定義する必要
があるが、それ以外のすべての列は除外されていない限り値列にする場合は、「キーは明示指定、キー以外
はすべて値」を選択します。
ログ統計
このプロパティーは、入力行数、コピー行数、削除行数、編集行数、挿入行数を含む結果情報を表示するよ
うにステージを構成します。
挿入の出力をドロップ
挿入結果の出力行をドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステージで出力
行が作成されます。
削除の出力をドロップ
削除結果の出力行をドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステージで出力
行が作成されます。
編集の出力をドロップ
編集結果の出力行をドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステージで出力
行が作成されます。
コピーの出力をドロップ
コピー結果の出力行をドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、ステージで出力行
は作成されません。
コード列名
ステージでレコードごとに生成される変更コードが含まれる出力列に別の名前を指定することができます。
デフォルトでは、列は change_code になります。
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コピー・コード

変更後 レコードが変更前 レコードのコピーであることを示すコードに、代替値を指定することができま
す。デフォルトでは、このコードは 0 です。
削除コード

変更前 セットのレコードが変更後 セットから削除されていることを示すコードに、代替値を指定すること
ができます。デフォルトでは、このコードは 2 です。
編集コード

変更後 レコードが変更前 レコードの編集済みのものであることを示すコードに、代替値を指定することが
できます。デフォルトでは、このコードは 3 です。
挿入コード

変更後 セットに挿入された新規レコードが、変更前 セットには存在していなかったことを示すコードに、
代替値を指定することができます。デフォルトでは、このコードは 1 です。

Change Capture ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。これらを選択する
には、グリッドのドロップダウン・リストを使用します。ドロップダウン・リストのデータは、構成フ
ァイルから取り込まれます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Change Capture ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どちらの入力リンクで変更前 データ・セットを扱い、どちらで変更後 データ・セットを扱
うかを指定できます。
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デフォルトでは、最初に追加されたリンクが変更前 データ・セットを表します。リンクの順序を変えるに
は、入力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。

Change Capture ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Change Capture ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に
表示されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定し
たりできます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Change Capture ステージ
では、キー列のソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リ
ストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照し
て指定します。

Change Capture ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Change Capture ステージには、変更前
データ・セットと変更後 データ・セットの 2 つの入力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Change Capture ステージには、変更前
データ・セットと変更後 データ・セットの 2 つの入力データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、入力
データの比較を行う前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力デ
ータの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更でき
ます。
Change Capture ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタ
ブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Change Capture ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データを比較する前にそのデータをパーティション化または収集する方
法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。 Change Capture ステージの場合、 InfoSphere DataStage は、入力データがキーでパーティ
ション化されているかどうかを 判定します。キーでパーティション化されている場合は、「同一」方式が
使用されます。そうでない場合は、InfoSphere DataStage は、データをハッシュ・パーティション化してか
らソートします。また、明示的に「ハッシュ」を選択して、ステージ内でのソートを実行することもできま
す。
Change Capture ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式
によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v Change Capture ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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Change Capture ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Change Capture ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Change
Capture ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Change Capture ステージのデフォルトのコレクション方式です。Change Capture ス
テージの場合、 InfoSphere DataStage は、データが収集されたときに必ずソートが実行されるようにし
ます。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、比較を行うように
指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力デー
タのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータ
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を収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパ
ーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Change Capture ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Change Capture ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステ
ージのタブでは、説明 (省略可能) の指定、入力される列と出力列との関係の指定、および出力リンクのデ
フォルトのバッファリング設定の変更を行うことができます。列定義を表示することもできます。
「出力」ページでは、Change Capture ステージからの出力データの詳細を指定できます。Change Capture
ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Change Capture ステージに入力される列と出力列との関係を指定
できます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Change Capture ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの
全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Change Capture ステージ: 「マッピング」タブ
Change Capture ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を
出力列にマッピングするかと、どの列に変更コード・データを設定するかを指定できます。
左のペインには、変更前/変更後データ・セットの列と、変更コード列が表示されます。これらは、読み取
り専用で、このタブ上では変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。デ
フォルトでは、データ・セット列は自動的にマッピングされます。変更コードを収める出力列が存在し、こ
れが Change_code 列にマッピングされることを確認する必要があります。
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Change Apply ステージ
Change Apply ステージは処理ステージです。このステージは、変更前データ・セットと変更後データ・セ
ット間の変更内容が入っている変更データ・セットを Change Capture ステージから受け取り、エンコード
されている変更処理を変更前データ・セットに適用して、変更後データ・セットを算出します。
Change Apply ステージは処理ステージです。このステージは、変更前データ・セットと変更後データ・セ
ット間の変更内容が入っている変更 データ・セットを Change Capture ステージから受け取り、エンコー
ドされている変更処理を変更前 データ・セットに適用して、変更後 データ・セットを算出します。
(Change Capture ステージの詳細については、 438 ページの『Change Capture ステージ』を参照してくださ
い。)
Change Apply ステージに入力される変更前データ・セットには、Change Capture ステージに入力された変
更前データ・セットと同じ列が含まれている必要があり、さらに対応する種類の列の間で自動変換が行われ
る必要があります。また、Change Apply ステージに入力された変更前データ・セットの内容が Change
Capture ステージに入力された変更前データ・セットと同じ (値および各パーティション内でのレコード順
序が同じ) で、さらに各キーがユニークな場合にだけ、結果が保証されます。
注: Change Apply ステージに入力される変更データ・セットは、Change Capture ステージから出力された
状態のまま、何も変更せずに渡す必要があります。Change Capture ステージの変更データ・セット出力で
はパーティションの保持が設定されているため、Change Apply ステージが Change Capture ステージと同
じ数のパーティションを持たない場合は実行時に警告が出力されます。さらに、Change Apply ステージの
両方の入力は、パーティション方式「同じ」を使用して、パーティション化するよう指定します。

Change Apply ステージは変更 データ・セットと変更前 データ・セットからレコードを読み取り、それぞ
れのキー列の値を比較し、その結果に応じて異なる処理を実行します。
v 指定されたソート順で、変更前レコードのキーが変更レコードのキーの前に来る場合は、変更前レコー
ドが出力にコピーされます。変更レコードは次の比較のために保存されます。
v 変更前レコードのキーと変更レコードのキーが等しい場合の動作は、変更レコードの change_code 列の
コードによって決まります。
– 「挿入」: 変更レコードが出力にコピーされます。ステージは次の比較のために同じ変更前レコード
を保存します。キー列がユニークでなく、同じキーを持つ複数のレコードが連続挿入される場合、
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Change Apply ステージは既存のレコードの前に、すべての挿入レコードを連続して適用します。この
レコードの順序は、Change Capture ステージに入力される変更後データ・セットと異なる可能性があ
ります。
– 「削除」: 変更前レコードと変更レコードの値列が比較されます。値列が同じか、または「削除時に
値列を確認」が「偽」に指定されている場合には、変更レコードと変更前レコードの両方が破棄さ
れ、出力にはレコードが転送されません。値列が同じでなければ、変更前レコードが出力にコピーさ
れ、ステージは次の比較のために同じ変更レコードを保存します。キー列が重複する場合には、値列
で正しいレコードが削除されるようにする必要があります。複数のレコードが同じキーを持ち、値列
が一致する場合には、その中で最初に検出されたレコードが削除されます。これによって、レコード
の順序が Change Capture ステージに入力される変更後データ・セットのレコード順序と一致しなく
なる可能性があります。警告が発行され、変更レコードと変更前レコードの両方が破棄されます。す
なわち、出力レコードは生成されません。
– 「編集」: 変更レコードが出力にコピーされます。変更前レコードは破棄されます。キー列がユニー
クでない場合は、一致するキーを持つ最初に検出された変更前レコードが編集されます。このレコー
ドは、Change Capture ステージに入力された変更後データ・セットで編集されたレコードではない可
能性があります。警告が発行され、変更レコードが出力にコピーされますが、ステージは次の比較の
ために同じ変更前レコードを保存します。
– 「コピー」: 変更レコードは破棄されます。変更前レコードが出力にコピーされます。
v 変更前レコードのキーが変更レコードのキーの後に来る場合の動作も、change_code 列のコードによって
決まります。
– 「挿入」。変更 レコードが出力にコピーされます。ステージは次の比較のために同じ変更前レコード
を保存します。 (キーが等しい場合と同じ動作です。)
– 「削除」。警告が発行され、変更 レコードは破棄されますが、変更前 レコードは次の比較のために
保存されます。
– 「編集」または「コピー」。警告が発行され、変更 レコードが出力にコピーされますが、変更前 レ
コードは次の比較のために保存されます。
注: Change Apply ステージの変更前入力データ・セットが Change Capture ステージの変更前 入力デ
ータ・セットと同一で、かつキーがユニークであるか、またはレコードのコードに「コピー」が使用
されている場合、Change Apply ステージの出力は、Change Capture ステージの変更後 入力データ・
セットと同じになります。しかし、Change Apply ステージの変更前入力データ・セットが異なる (レ
コードの内容や順序が異なる) 場合、またはキーがユニークでなく、かつレコードのコードに「コピ
ー」が使用されていない場合、そのような状態は検出されませんが、そのような場合でも前述の規則
が適用されるため、生成される結果は役立つ可能性もあれば、そうでない可能性もあります。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

サンプル・データ
この例では、変更前 データ・セットおよび変更 データ・セットと、Change Apply ステージで出力される
データ・セットを示しています。
この例では、変更前 データ・セットと変更 データ・セットと、Change Apply ステージでそれらのデー
タ・セットが比較されたときに出力されるデータ・セットを示します。
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これは変更前 データ・セットです。
表 53. 変更前データ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

a

1

7

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

5

4

4

e

5

2

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

これは Change Capture ステージから出力される変更 データ・セットです。
表 54. 変更データ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

change_code

1

1

1

1

b

3

4

4

4

4

e

3

5

5

5

5

f

3

これは Change Apply ステージから出力される変更後 データ・セットです (bcol4 がキー列で、bcol1 が値
列です)。
表 55. 変更後データ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

a

1

1

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

4

4

4

e

5

5

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

Change Apply ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Change Apply ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。
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このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Change Apply ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Change Apply ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– キー列を指定します。複合キーを指定するには、このプロパティー設定を反復します。キー列 (複数
可) に同じ値がある場合は、変更前 行と変更 行が同一であるとみなされます。
– 必要に応じて値列 (複数可) を指定します。
(また、「変更モード」プロパティーを設定して、InfoSphere DataStage で、キーとして定義されてい
ないすべての列を値として扱うようにするか、値として定義されていないすべての列をキーとして扱
うようにすることができます。)
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、2 つのリンクのどちらで「変更前」データ・セットを扱
い、どちらで「変更」データ・セットを扱うかを指定します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、変更データ列を出力リンク列にマッピングする方法を指定し
ます。

Change Apply ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Change Apply ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Change Apply ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 56. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

変更キー/キー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

変更キー/大/小文
字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

変更キー/ソート
順序

昇順/降順

昇順

いいえ

いいえ

キー

変更キー/NULL
の位置

最初/最後

First

いいえ

いいえ

キー

変更値/値

入力列

N/A

いいえ

はい

N/A
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表 56. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

変更値/大/小文字
の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

値

オプション/変更
モード

キーおよび値を明 キーおよび値を明 はい
示指定
示指定/値は明示
指定、値以外はす
べてキー/キーは
明示指定、キー以
外はすべて値

いいえ

N/A

オプション/ログ
統計

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/削除
時に値列を確認

「真」/「偽」

真

はい

いいえ

N/A

オプション/コー
ド列名

string

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/コピ
ー・コード

数値

0

いいえ

いいえ

N/A

オプション/削除
コード

数値

2

いいえ

いいえ

N/A

オプション/編集
コード

数値

3

いいえ

いいえ

N/A

オプション/挿入
コード

数値

1

いいえ

いいえ

N/A

Change Apply ステージ: 「変更キー」カテゴリー:
差分キー入力列の名前を指定します。
キー
このプロパティーを繰り返すことで、複数の差分キー入力列を指定できます。必要であれば「列の選択」ダ
イアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。「キー」には、次の従属プロパティー
があります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各キーで大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定
は「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。
v ソート順序
ソート順 (昇順または降順) を指定します。
v NULL の位置
NULL 値を置く位置を、先頭か末尾かに指定します。
Change Apply ステージ: 「変更値」カテゴリー:
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値
値入力列の名前を指定します (値列の用途が分かるように説明します)。必要であれば「列の選択」ダイア
ログ・ボックスを使用して、一度に複数の値を選択することができます。「値」プロパティーには次の従属
プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各値で大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定は
「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。
Change Apply ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Change Apply ステージの処理方法を指定します。
変更モード
このモードによって、キーと値の指定方法が決定されます。キーおよび値を独自に指定する場合は「キーお
よび値を明示指定」を選択します。値列は定義する必要があるが、それ以外のすべての列は除外されていな
い限りキー列にする場合は、「値は明示指定、値以外はすべてキー」を選択します。キー列は定義する必要
があるが、それ以外のすべての列は除外されていない限り値列にする場合は、「キーは明示指定、キー以外
はすべて値」を選択します。
ログ統計
このプロパティーを使用して、入力レコード数、コピー・レコード数、削除レコード数、編集レコード数、
挿入レコード数を含む結果情報が表示されるようにステージを構成します。
削除時に値列を確認
InfoSphere DataStage が、削除時に値の列をチェックしないことを指定します。このプロパティーを「偽」
に設定すると、行の値フィールドを検査せずに行が削除されます。
コード列名
ステージでレコードごとに生成される変更コードが含まれる変更 データ・セット列に、別の名前を指定す
ることができます。デフォルトでは、列は change_code になります。
コピー・コード
レコードのコピーを示すコードの代替値を指定することができます。デフォルトでは、このコードは 0 で
す。
削除コード
レコードの削除を示すコードの代替値を指定することができます。デフォルトでは、このコードは 2 で
す。
編集コード
レコードの編集を示すコードの代替値を指定することができます。デフォルトでは、このコードは 3 で
す。
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挿入コード
レコードの挿入を示すコードの代替値を指定することができます。デフォルトでは、このコードは 1 で
す。

Change Apply ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Change Apply ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どちらの入力リンクで変更前 データ・セットを扱い、どちらで変更 データ・セットを扱う
かを指定できます。
デフォルトでは、最初に追加されたリンクが変更前 データ・セットを表します。リンクの順序を変えるに
は、入力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。

Change Apply ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Change Apply ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表
示されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定した
りできます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Change Apply ステージで
は、キー列のソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リス
トの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して
指定します。

454

パラレル・ジョブ開発者ガイド

Change Apply ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、入力
データの比較を行う前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力デ
ータの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更でき
ます。
Change Apply ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブ
の全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Change Apply ステージ: 「パーティション」タブ
Change Apply ステージに入力する変更データ・セットは、Change Capture ステージから出力された状態の
まま、何も変更されていない必要があることに加え、同じ数のパーティションを持っている必要がありま
す。
さらに、Change Apply ステージのどちらの入力も、「同一」パーティション方式を使用してパーティショ
ン化するように自動的に指定されます。
ただし、Change Apply ステージでも、パーティション化とコレクティングの制御は、標準のものが利用で
きるので、この動作はオーバーライドできます。
Change Apply ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデ
フォルトの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、デフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理は、以
下の場合によって異なります。
v Change Apply ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Change Apply ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Change Apply ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Change
Apply ステージのデフォルト方式であり、「同一」を適用します。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
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v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Change Apply ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モー
ドを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次
第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、処理を実行するよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータ
を収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパ
ーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
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さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Change Apply ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Change ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。
「出力」ページでは、Change Apply ステージからの出力データの詳細を指定できます。Change Apply ス
テージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Change Apply ステージに入力される列と出力列との関係を指定で
きます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Change Apply ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全
般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Change Apply ステージ: 「マッピング」タブ
Change Apply ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出
力列にマッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには、変更前 データ・セットと変更 データ・セットで共通する列が表示されます。これらは、
読み取り専用で、このタブ上では変更できません。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。
デフォルトでは、各列は真横の列にマッピングされます。

Difference ステージ
Difference ステージは処理ステージです。このステージは 2 つの入力データ・セットのレコードごとの比
較を実行します。比較するデータ・セットは同じデータ・セットの別バージョンで、それぞれ変更前デー
タ・セットと変更後データ・セットとして設定されます。
Difference ステージは処理ステージです。このステージは 2 つの入力データ・セットのレコードごとの比
較を実行します。比較するデータ・セットは同じデータ・セットの別バージョンで、それぞれ変更前 デー
タ・セットと変更後 データ・セットとして設定されます。Difference ステージでは、2 つのデータ・セッ
トの差分を表す 1 つのデータ・セットが出力されます。入力データ・セットは、あらかじめ Difference ス
テージの比較用に指定したキー列に基づいてパーティション化され、昇順にソートされている必要がありま
す。この処理は Sort ステージを使用するか、Difference ステージに組み込まれたソートとパーティション
の機能を使用して実行できます。
比較は一連の差分キー列に基づいて行われます。2 つのレコードがすべての差分キーについて同じ値を持つ
場合、レコードは互いにコピーであると見なせます。オプションで、変更値を指定することもできます。2
つのレコードのキー列が一致した場合は、値列を比較して、一方がもう一方を編集したコピーであるかどう
かを確認できます。
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Difference ステージは、 438 ページの『Change Capture ステージ』で説明している Change Capture ステー
ジと似ています。ただし、まったく同じではありません。 Change Capture ステージは、Change Apply ス
テージ ( 448 ページの『Change Apply ステージ』) と連結して使用するよう意図されていて、変更前 デー
タ・セットに適用する必要がある変更内容が入った変更データ・セットを生成します。変更内容を適用した
ものが変更後 データ・セットになります。Difference ステージは、変更前の行と変更後の行、および差分
の有無を示すコードを出力データ・セットに出力します。変更前データと変更後データは同じ列名を持ち場
合、一方のデータ・セットは他方のデータ・セットによって事実上、上書きされるため、出力内に現れる列
セットは 1 つのみです。どちらのデータ・セットが出力されるのかは、「リンク順序」タブおよび「マッ
ピング」タブの設定で制御されます。 変更前 データ・セットと変更後 データ・セットで列名が異なる場
合は、「マッピング」タブでセットされているように、両方のデータ・セットの列を出力できます。入力デ
ータ・セット内のキー列または値列として指定されている列は、同じ名前でなければなりません。
ステージは追加の列「Diff」を生成します。この列は各レコードの比較結果を示します。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。重複データを削除するデータ・セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

サンプル・データ
この例では、変更前 データ・セットおよび変更後 データ・セットと、Difference ステージで出力されるデ
ータ・セットを示しています。
この例では、変更前 データ・セットと変更後 データ・セットと、Difference ステージでそれらのデータ・
セットが比較されたときに出力されるデータ・セットを示します。
これは変更前 データ・セットです。
表 57. 変更前データ・セット
acol0

acol1

acol2

acol3

key

0

0

0

0

a

1

7

1

1

b

2

2

2

2

c
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表 57. 変更前データ・セット (続き)
acol0

acol1

acol2

acol3

key

3

3

3

3

d

4

5

4

4

e

5

2

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

これは変更後 データ・セットです。
表 58. 変更後データ・セット
acol0

acol1

acol2

acol3

key

0

0

0

0

a

1

1

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

4

4

4

e

5

5

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

これは、Difference ステージから出力されるデータ・セットです (キーは key 列で、「キー列以外のすべ
ての列は値列」には「真」が設定され、それ以外の設定にはすべてデフォルトが使用されます)。
表 59. 出力データ・セット
acol0

acol1

acol2

acol3

key

diff

0

0

0

0

a

2

1

1

1

1

b

3

2

2

2

2

c

2

3

3

3

3

d

2

4

4

4

4

e

3

5

5

5

5

f

3

6

6

6

6

g

2

7

7

7

7

h

2

8

8

8

8

i

2

9

9

9

9

j

2

diff 列は、変更後データ・セット内で行 b、e、および f に編集が加えられていることを示します (これら
の出力行には編集後のデータが格納されます)。
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Difference ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Difference ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Difference ステージをジョブに組
み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機
能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明しま
すが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. 「ステージ」ページの「プロパティー」タブに移動します。
2. キー列を指定します。複合キーを指定するには、このプロパティー設定を反復します。キー列 (複数可)
に同じ値がある場合は、変更前 行と変更後 行が同一であるとみなされます。
3. 必要に応じて差分値列 (複数可) を指定します。列を指定すると、変更後 行が変更前 行の編集済みの
ものになっているかどうかを確認できるようになります。
注: また、「キー列以外のすべての列は値列」プロパティーを設定して、InfoSphere DataStage で、キ
ーとして定義されていないすべての列を値として扱うようにすることができます。
4. ステージで変更済み行を出力するか、ドロップするかを指定します。変更の種類 (コピー、削除、編
集、または挿入) ごとに指定できます。
5. 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、2 つのリンクのどちらで「変更前」データ・セットを扱
い、どちらで「変更後」データ・セットを扱うかを指定します。
6. 2 つの入力データ・セットが、まだキー列に基づいてハッシュ・パーティション化もソートもされてい
ない場合、「入力」ページの「パーティション」タブで、 InfoSphere DataStage がこれを行うようにし
ます。
7.

Difference ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、どちらの入力リンクで変更前 データ・セットを扱い、どちらで変更後 データ・セットを扱うかを
指定できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、
プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Difference ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Difference ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。

460

パラレル・ジョブ開発者ガイド

表 60. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

差分キー/キー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

差分キー/大/小文
字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

「真」/「偽」
差分値/キー列以
外のすべての列は
値列

偽

はい

いいえ

N/A

差分値/大/小文字
の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー列以外のすべ
ての列は値列
(「真」の場合)

オプション/未ソ
ート入力を許容

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/ログ
統計

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/挿入
「真」/「偽」
の出力をドロップ

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/削除
「真」/「偽」
の出力をドロップ

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/編集
「真」/「偽」
の出力をドロップ

偽

いいえ

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/コピ
ーの出力をドロッ
プ

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/コピ
ー・コード

数値

0

いいえ

いいえ

N/A

オプション/削除
コード

数値

2

いいえ

いいえ

N/A

オプション/編集
コード

数値

3

いいえ

いいえ

N/A

オプション/挿入
コード

数値

1

いいえ

いいえ

N/A

Difference ステージ: 「差分キー」カテゴリー:
差分キー入力列の名前を指定します。
キー
このプロパティーを繰り返すことで、複数の差分キー入力列を指定できます。必要であれば「列の選択」ダ
イアログ・ボックスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。「キー」プロパティーにはこの従属プ
ロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各キーで大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定
は「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。
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Difference ステージ: 「差分値」カテゴリー:
これを「真」に設定すると、差分キー列として指定されていない列は値列になります。
キー列以外のすべての列は値列
デフォルトでは「偽」に設定されています。このプロパティーには次の従属プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各値で大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定は
「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。このプロパティーは、「キー列
以外のすべての列は値列」プロパティーが「真」に設定されている場合だけ選択できます。
Difference ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Difference ステージの処理方法を指定します。
未ソート入力を許容
入力データ・セットがソートされていないことを指定します。このプロパティーを使用すると、差分キー列
ごとに配置されていてもソートはされていない場合があるレコードのグループを処理できます。ステージ
は、入力レコードを入力順に処理します。デフォルトでは「偽」に設定されています。
ログ統計
このプロパティーを使用して、入力レコード数、コピー・レコード数、削除レコード数、編集レコード数、
挿入レコード数を含む結果情報が表示されるようにステージを構成します。デフォルトでは「偽」に設定さ
れています。
挿入の出力をドロップ
挿入結果の出力レコードをドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステージ
で出力レコードが作成されます。
削除の出力をドロップ
削除結果の出力レコードをドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステージ
で出力レコードが作成されます。
編集の出力をドロップ
編集結果の出力レコードをドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステージ
で出力レコードが作成されます。
コピーの出力をドロップ
コピー結果の出力レコードをドロップする (生成しない) ように指定します。デフォルトでは、常にステー
ジで出力レコードが作成されます。
コピー・コード

変更後 レコードが変更前 レコードのコピーであることを示すコードに、代替値を指定することができま
す。デフォルトでは、このコードは 2 です。
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削除コード

変更前 セットのレコードが変更後 セットから削除されていることを示すコードに、代替値を指定すること
ができます。デフォルトでは、このコードは 1 です。
編集コード

変更後 レコードが変更前 レコードの編集済みのものであることを示すコードに、代替値を指定することが
できます。デフォルトでは、このコードは 3 です。
挿入コード

変更後 セットに挿入された新規レコードが、変更前 セットには存在していなかったことを示すコードに、
代替値を指定することができます。デフォルトでは、このコードは 0 です。

Difference ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに入力
するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこから
ノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加えて)
このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Difference ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どちらの入力リンクで変更前 データ・セットを扱い、どちらで変更後 データ・セットを扱
うかを指定できます。
デフォルトでは、最初に追加されたリンクが変更前データ・セットを表します。リンクの順序を変えるに
は、入力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。
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Difference ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Difference ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示
されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したり
できます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Difference ステージでは、
キー列のソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リストの
横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指定
します。

Difference ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Difference ステージには、変更前 デー
タ・セットと変更後 データ・セットの 2 つの入力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Difference ステージには、変更前 デー
タ・セットと変更後 データ・セットの 2 つの入力データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、入力
データの比較を行う前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力デ
ータの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更でき
ます。
Difference ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全
般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Difference ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、処理を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の詳
細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。 Difference ステージの場合、InfoSphere DataStage は、入力データがキーでパーティション
化され、ソートされているかどうかを確認します。キーでパーティション化されている場合は、「同一」方
式が使用されます。そうでない場合は、InfoSphere DataStage は、データをキーでパーティション化して、
ソートします。明示的に「ハッシュ」または「モジュラス」パーティション方式を選択して、ステージ内で
のソートを実行することもできます。
Difference ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によっ
てデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Difference ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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Difference ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロ
ップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行パー
ティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Difference ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行さ
れている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定
することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Difference
ステージのデフォルトのパーティション方式です。入力データが既にキーでパーティション化されて、
ソートされている場合、 InfoSphere DataStage は、「同一」方式を使用します。それ以外の場合、入力
データはキーに基づいてパーティション化されソートされます。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Difference ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モード
を使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次
第、その行を読み取ります。 Difference ステージの場合、 InfoSphere DataStage は、データが収集され
たときに必ずソートが実行されるようにします。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。

第 6 章 データ処理

465

また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、処理を実行するよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータ
を収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパ
ーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Difference ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Difference ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステージの
タブでは、説明 (省略可能) と、入力される列と出力列との関係を指定できます。データの列定義を表示し
たり、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更したりすることもできます。
「出力」ページでは、Difference ステージからの出力データの詳細を指定できます。Difference ステージに
設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Difference ステージに入力される列と出力列との関係を指定できま
す。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Difference ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Difference ステージ: 「マッピング」タブ
Difference ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列
にマッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには、変更前/変更後データ・セットの列と、DiffCode 列が表示されます。これらは、読み取り
専用で、このタブ上では変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。デ
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フォルトでは、データ・セット列は自動的にマッピングされます。変更コードを収める出力列が存在し、そ
れが DiffCode 列にマッピングされることを確認する必要があります。

Compare ステージ
Compare ステージは処理ステージです。このステージでは、2 つのソート済み入力データ・セットのレコ
ードを列ごとに比較します。
Compare ステージは処理ステージです。2 つの入力リンクと 1 つの出力リンクを設定できます。
Compare ステージでは、2 つのソート済み入力データ・セットのレコードを列ごとに比較します。指定し
たキー列だけに制限して比較を実行できます。
Compare ステージでは、2 つの入力データ・セットの表定義やパーティション、レコードの内容は変更さ
れません。どちらのデータ・セットもステージの生成する 1 つの出力データ・セットにそのまま送られま
す。比較の結果は出力データ・セットにも記録されます。
このステージでは、ランタイム列伝搬を使用して InfoSphere DataStage が実行時に出力列スキーマを定義
できるようにします。このステージは、次の 3 つの列でデータ・セットを出力します。
v 「結果」。比較の結果を示すコードが入ります。
v 「第 1 入力」。最初の入力リンクの列が入ったサブレコードです。
v 「第 2 入力」。2 番目の入力リンクの列が入ったサブレコードです。
出力リンク・メタデータを自分で指定した場合は、親列を定義し、そのサブレコードとしてデータを保持し
ている列も定義しなければなりません。 InfoSphere DataStage では、同一の列名のグループを 2 つ指定す
ることはできません。したがって、first.col1 と second.col1 のようにサブレコードにして固有の名前を与え
ます。 以下のステップを実行してメタデータを指定します。
1. 最初の入力リンクに対応する出力データの親列を指定し、SQL タイプを不明にセットします。
2. データを保持する実際の列を指定し、親列のサブレコードにします。 各列に、first.colname、例えば
first.col1、first.col2 などと名前をつけます。 列を選択し、ショートカット・メニューから「行の編集」
を選択してその列のレベル番号 (例えば 03) を指定することにより、サブレコードにします。 (最初の
列をサブレコードにし、「値を伝搬」機能を使用して残りの列を親列のサブレコードにすると、この処
理を素早く行うことができます)。
3. 2 番目の入力リンクに対応する出力データの親列を指定し、SQL タイプを不明にセットします。
4. 2 番目の入力リンクからのデータを保持する実際の列を指定し、second.colname (例えば
second.col1、second.col2 など) と名前をつけ親列のサブレコードにします。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

サンプル・データ
この例では、比較対照の 2 つのデータ・セットと、Compare ステージで出力されるデータ・セットを示し
ています。
この例では、比較対照の 2 つのデータ・セットと、Compare ステージでそれらが比較されたときに出力さ
れるデータ・セットを示します。
これは最初のデータ・セットです。
表 61. 最初のデータ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

a

1

7

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

5

4

4

e

5

2

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

これは、2 番目のデータ・セットです。
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表 62. 2 番目のデータ・セット
bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

a

1

1

1

1

b

2

2

2

2

c

3

3

3

3

d

4

4

4

4

e

5

5

5

5

f

6

6

6

6

g

7

7

7

7

h

8

8

8

8

i

9

9

9

9

j

このステージは、キー列 bcol1 および bcol4 に基づいて比較します。出力データ・セットは次のようにな
ります。
表 63. 出力データ・セット
結果

First

2 番目

bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

bcol0

bcol1

bcol2

bcol3

bcol4

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

a

2

1

7

1

1

b

1

1

1

1

b

0

2

2

2

2

c

2

2

2

2

c

0

3

3

3

3

d

3

3

3

3

d

2

4

5

4

4

e

4

4

4

4

e

-1

5

2

5

5

f

5

5

5

5

f

0

6

6

6

6

g

6

6

6

6

g

0

7

7

7

7

h

7

7

7

7

h

0

8

8

8

8

i

8

8

8

8

i

0

9

9

9

9

j

9

9

9

9

j

Compare ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Compare ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Compare ステージをジョブに組
み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機
能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明しま
すが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、デフォルト設定が要件に適合していることを確認しま
す。
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2. 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、入力リンクのどれを第 1 リンクにして、どれを第 2 リ
ンクにするかを指定します。

Compare ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Compare ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Compare ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 64. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

「真」/「偽」

偽

はい

いいえ

N/A

「真」/「偽」
オプション/レコ
ード数不一致時に
警告

偽

はい

いいえ

N/A

オプショ
ン/「Equals」値

0

いいえ

いいえ

N/A

-2

いいえ

いいえ

N/A

1

いいえ

いいえ

N/A

-1

いいえ

いいえ

N/A

オプション/相違
時に中断

数値

オプション/「First 数値
is Empty」値
オプショ
ン/「Greater
Than」値

数値

オプション/「Less 数値
Than」値
オプショ
ン/「Second is
Empty」値

数値

2

いいえ

いいえ

N/A

オプション/キー

入力列

N/A

いいえ

はい

N/A

オプション/大/小
文字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

Compare ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Compare ステージの処理方法を指定します。
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相違時に中断
このプロパティーは、2 つの入力データ・セットのレコードで対応する 2 つの列に相違が検出されるたび
に、ステージの処理を中断することを指定します。デフォルトは「偽」です。「真」に設定すると、「レコ
ード数不一致時に警告」を設定することはできません。
レコード数不一致時に警告
このプロパティーは、2 つの入力データ・セットのレコード数の不一致が原因で比較が中断された場合に警
告メッセージを出力するようステージに指示します。デフォルト設定は「偽」です。「真」に設定すると、
「相違時に中断」を設定できなくなります。
「Equals」値
2 つの比較レコードが等しいことを示すステージ出力コードの代替値を設定します。デフォルトの値は
「0」です。
「First is empty」値
最初のレコードが空であることを示すステージ出力コードの代替値を設定します。このプロパティーのデフ
ォルトは -2 です。
「Greater than」値
最初のレコードが 2 番目のレコードよりも大きいことを示すステージ出力コードの代替値を設定します。
デフォルトの値は「1」です。
「Less than」値
2 番目のレコードが最初のレコードよりも大きいことを示すステージ出力コードの代替値を設定します。デ
フォルトの値は「-1」です。
「Second is empty」値
2 番目のレコードが空であることを示すステージ出力コードの代替値を設定します。このプロパティーのデ
フォルトは 2 です。
キー
1 つ以上のキー列を指定できます。ここで指定した列だけが比較されます。複数の列を指定する場合は、こ
のプロパティーを反復します。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数の
キーを選択できます。「キー」プロパティーには、次の従属プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
各キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使用し、デフォルトでは「真」に設定されています。す
なわち、「CASE」と「case」という値は違うグループと見なされます。

Compare ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
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v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Compare ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どちらの入力リンクが 1 番目 のデータ・セットを入力し、どちらが 2 番目 のデータ・セ
ットを入力するかを指定できます。どちらのデータ・セットを 1 番目どちらを 2 番目として分類するか
で、比較コードの設定が変わります。
デフォルトでは、最初に追加されたリンクが 1 番目 のデータ・セットを表します。リンクの順序を変える
には、入力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。

Compare ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Compare ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示さ
れます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりで
きます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Compare ステージでは、
キー列のソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リストの
横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して指定
します。

Compare ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Compare ステージには、2 つの入力デ
ータ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Compare ステージには、2 つの入力デ
ータ・セットが必要です。
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「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、入力
データの比較を行う前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力デ
ータの列定義を指定します。「詳細」 タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
Compare ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全
般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Compare ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データを比較する前にそのデータをパーティション化または収集する方
法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
Compare ステージをパラレルで実行している場合は、正常に比較処理を行うために入力データを適切にパ
ーティション化およびソートする必要があります。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
Compare ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によっ
てデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。このタブの実際の処理
は、以下の場合によって異なります。
v Compare ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Compare ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロ
ップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーテ
ィションをオーバーライドします。
順次モードで Compare ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Compare
ステージのデフォルトのパーティション方式であり、必ず入力データに対してキーに基づいたパーティ
ション化およびソートが実行されます。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
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v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Compare ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを
使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、
その行を読み取ります。 Compare ステージの場合、 InfoSphere DataStage は、データが収集されたとき
に必ずソートが実行されるようにします。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、収集して比較を行
うように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ソートは収
集の前に実行されます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティション方式やコレクション方式に
よって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
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ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Compare ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Compare ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステージの
タブでは、説明 (省略可能) の指定と、デフォルトのバッファリング設定の変更を行うことができます。
「出力」ページでは、Compare ステージからの出力データの詳細を指定できます。Compare ステージに設
定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Encode ステージ
Encode ステージは処理ステージです。指定された UNIX エンコード・コマンド (gzip など) を使用してデ
ータ・セットをエンコードします。
Encode ステージは処理ステージです。指定された UNIX エンコード・コマンド (gzip など) を使用してデ
ータ・セットをエンコードします。このステージでは、データ・セットが一連のレコードからロー・バイナ
リー・データのストリームに変換されます。対になる Decode ステージでは、データ・ストリームをデー
タ・セットに再変換します ( 479 ページの『Decode ステージ』を参照してください)。
エンコードされたデータ・セットは通常のデータ・セットに似ていて、データ・セット・ステージに書き込
めます。エンコード済みのデータ・セットは列ベースの処理や行の並べ替えを行うステージへの入力として
は使用できませんが、Copy ステージのようなステージには入力できます。データ・セット・ビューアーで
データ・セットに関する情報を表示できますが、データ自体は表示できません。エンコード済みデータ・セ
ットは再パーティション化できず、ジョブで再パーティション化が試行されると実行時に警告が出力されま
す。
出力は常に単一ストリームなので、出力リンクのメタデータを定義する必要はありません。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。
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Encode ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Encode ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Encode ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Encode ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブ で、データをエンコードするために使用する UNIX コマ
ンドと必要な引数を指定します。コマンドは、STDIN からの入力を想定し、その出力を STDOUT に送
信するものでなければなりません。

Encode ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Encode ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Encode ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。このステー
ジのプロパティーは、値の指定が必須のプロパティー 1 つだけです。このプロパティーは値を指定するま
で警告色 (デフォルトでは赤) で表示されます。
表 65. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/コマ
ンド・ライン

値

デフォルト

コマンド・ライン N/A

必須

反復

従属

はい

いいえ

N/A

Encode ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Encode ステージの処理方法を指定します。
コマンド・ライン
データ・セットのエンコードに使用するコマンド・ラインを指定します。コマンド・ラインは、標準入力か
ら入力を受け取り、その結果を標準出力に書き込む UNIX コマンドでなければなりません。コマンドは、
ユーザーの検索パスにあり、 Encode ステージが実行されるすべての処理ノードからアクセス可能でなけれ
ばなりません。

Encode ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
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v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「設定」です。ジョブ内の次のステージは、パーティション
を維持するよう要求されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Encode ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Encode ステージに設定できる入力リン
クは 1 つだけです。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Encode ステージに設定できる入力リン
クは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、エン
コードの前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定
義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Encode ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Encode ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをエンコードする前にそのデータをパーティション化または収集
する方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
Encode ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によって
データが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Encode ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Encode ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで Encode ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは、Encode
ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Encode ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、エンコードするよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
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データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できま
せん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Encode ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Encode ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステージのタ
ブでは、説明 (省略可能) の指定と、デフォルトのバッファリング設定の変更を行うことができます。列定
義を表示することもできます。
「出力」ページでは、Encode ステージからの出力データの詳細を指定できます。Encode ステージに設定で
きる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定できます (ただし、Encode ステージの場合、これはオプションです)。「高度」タブでは、出力リンク
のデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
これらのタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Decode ステージ
Decode ステージは処理ステージです。指定された UNIX デコード・コマンド (gzip など) を使用してデー
タ・セットをデコードします。このステージでは、ロー・バイナリー・データのデータ・ストリームがデー
タ・セットに変換されます。このステージと対になる Encode ステージでは、データ・セットが一連のレコ
ードからロー・バイナリー・データのストリームに変換されます ( 475 ページの『Encode ステージ』を参
照してください)。
入力は常に単一ストリームなので、入力リンクのメタデータを定義する必要はありません。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

Decode ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Decode ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Decode ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
「ステージ」ページの「プロパティー」タブ で、データをデコードするために使用する UNIX コマンドと
必要な引数を指定します。コマンドは、STDIN からの入力を想定し、その出力を STDOUT に送信するも
のでなければなりません。

Decode ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Decode ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Decode ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。このステー
ジのプロパティーは、値の指定が必須のプロパティー 1 つだけです。このプロパティーは値を指定するま
で警告色 (デフォルトでは赤) で表示されます。
表 66. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/コマ
ンド・ライン
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値

デフォルト

コマンド・ライン N/A
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必須

反復

従属

はい

いいえ

N/A

Decode ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Decode ステージの処理方法を指定します。
コマンド・ライン
データ・セットのデコードに使用するコマンド・ラインを指定します。コマンド・ラインは、標準入力から
入力を受け取り、その結果を標準出力に書き込む UNIX コマンドでなければなりません。コマンドは、ユ
ーザー・アプリケーションの検索パスにあり、 Decode ステージが実行されるすべての処理ノードからア
クセス可能でなければなりません。

Decode ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Decode ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Decode ステージには、1 つの入力デー
タ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Decode ステージには、1 つの入力デー
タ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、デコ
ードの前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義
を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Decode ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
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Decode ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをデコードする前にそのデータをパーティション化または収集す
る方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
Decode ステージでは「同一」モードでパーティションが実行されます。モードの変更はできません。
順次モードで Decode ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Decode ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。

Decode ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Decode ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステージのタ
ブでは、説明 (省略可能) の指定と、デコードされるデータの列定義の表示を行うことができます。
「出力」ページでは、Decode ステージからの出力データの詳細を指定できます。Decode ステージに設定
できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、デコードされるデ
ータの列定義を指定します。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Switch ステージ
Switch ステージは、単一のデータ・セットを入力として受け取り、セレクター・フィールドの値に基づい
てそれぞれの入力行を出力データ・セットに割り当てる、処理ステージです。
Switch ステージには、1 つの入力リンク、128 個までの出力リンク、および 1 つのリジェクト・リンクを
設定できます。
Switch ステージでは、C の switch ステートメントに類似の処理が実行され、セレクター変数の値に基づ
いて C プログラム内の制御フローをいくつかあるケースの 1 つに分岐させます。どのケースにも該当し
ない行はリジェクト・リンクに出力されます。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択する行が入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

Switch ステージ例
このサンプルの Switch ステージは、switch ステートメントを実装します。
サンプルの Switch ステージは、次の switch ステートメントを実装します。
switch (selector)
{
case 0:
// if selector = 0,
// write record to output data set 0
break;
case 10:
// if selector = 10,
// write record to output data set 1
break;
case 12:
// if selector = discard value (12)
// skip record
break;
case default:
// if selector is invalid,
// send row down reject link
};

次の表にリストされた Switch ステージへのメタデータ入力。
表 67. 列定義
列名

SQL タイプ

選択

Integer

col1

Char
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表 67. 列定義 (続き)
列名

SQL タイプ

col2

Char

col3

Char

この例では、Select 列がセレクターです。セレクターの値に基づいて、それぞれの入力行が出力データ・セ
ットに割り当てられます。
Switch ステートメントを実装するために、ステージのプロパティーを次のように設定します。
表 68. Switch ステージ・プロパティー例
プロパティー

値

セレクター

選択

セレクター・モード

ユーザー定義マッピング

CASE

0=0

CASE

10=1

CASE

12=5

破棄値

5

この例では、Select 列が 0 のすべての行が出力リンク 0 に送信されます。Select 列が 10 のすべての行が
出力リンク 1 に送信され、Select 列が 12 のすべての行が破棄されます。

Switch ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Switch ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Switch ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Switch ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブの「入力」カテゴリーで、セレクター・モードを選択しま
す。
– 「ユーザー定義マッピング」。これはデフォルトで、ケース値から出力へのマッピングを明示的に指
定する必要があることを示します。このモードを使用する場合は、「ユーザー定義マッピング」カテ
ゴリーでスイッチ式を指定します。
– 「自動」。これは、出力リンクと同じ数の別個のセレクター値がある場合に使用できます。
– 「ハッシュ」。入力行は、出力リンク数をモジュロとしてセレクター列でハッシュされ、それに応じ
て出力リンクに割り当てられます。
すべてのケースにおいて、「セレクター」プロパティーを使用して、スイッチ処理を実行する入力列
を指定する必要があります。さらに、列で大/小文字を区別するかどうかを指定できます。その他のプ
ロパティーは、選択したモードによって異なります。

484

パラレル・ジョブ開発者ガイド

– ユーザー定義マッピング・モードを選択した場合、「ユーザー定義マッピング」カテゴリーで CASE
プロパティーにケース式を指定します。「オプション」カテゴリーで、「見つからない場合」プロパ
ティーを選択し、列の値がどのケースにも対応しない場合にステージで実行するアクションを指定し
ます。ジョブを失敗させるには「失敗」を、行を破棄するには「ドロップ」を、リジェクト・リンク
に出力するには「出力」を選択します。
– 「自動」モードを選択した場合、「オプション」カテゴリーで、「見つからない場合」プロパティー
を選択し、列の値がどのケースにも対応しない場合にステージで実行するアクションを指定します。
ジョブを失敗させるには「失敗」を、行を破棄するには「ドロップ」を、リジェクト・リンクに出力
するには「出力」を選択します。
– 「ハッシュ」モードを選択した場合、他に指定するプロパティーはありません。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、出力リンクを処理する順序を指定します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、入力列が出力列に想定どおりにマッピングされていることを
確認します。マッピングは、「プロパティー」タブの指定に従って実行されます。

Switch ステージ: 「ステージ」ページ
Switch ステージの性質は、Switch ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、出力リンクが処理される順序を指定できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有
効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決
定できます。

Switch ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Switch ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 69. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

入力/セレクター

入力列

N/A

はい

いいえ

N/A

入力/大/小文字の
区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

セレクター

入力/セレクタ
ー・モード

ユーザー定義マッ ユーザー定義マッ はい
ピング/自動/ハッ ピング
シュ

いいえ

N/A

ユーザー定義マッ ストリング
ピング/ CASE

N/A

はい
Y (「セレクタ
ー・モード」=
「ユーザー定義マ
ッピング」の場
合)

N/A
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表 69. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

パス名
オプション/一致
が見つからないと
きのアクション

N/A

いいえ
Y (「列指定方
式」=「スキー
マ・ファイル」の
場合)

N/A

オプション/破棄
値

N/A

いいえ

N/A

ストリング

反復

いいえ

従属

Switch ステージ: 「入力」カテゴリー:
このステージを使用して、スイッチのプロパティーを定義します。
セレクター
スイッチを適用する入力列を指定します。
大/小文字を区別する
列で大/小文字が区別されるかどうかを指定します。
セレクター・モード
スイッチに対する CASE ステートメントをどのように定義するかを指定します。次のいずれかを選択しま
す。
v 「ユーザー定義マッピング」。これはデフォルトで、ケース値から出力へのマッピングを明示的に指定
する必要があることを示します。このモードを使用する場合は、「ユーザー定義マッピング」カテゴリ
ーでスイッチ式を指定します。
v 「自動」。これは、出力リンクと同じ数の別個のセレクター値がある場合に使用できます。
v 「ハッシュ」。入力行は、出力リンク数をモジュロとしてセレクター列でハッシュされ、それに応じて
出力リンクに割り当てられます。
Switch ステージ: 「ユーザー定義マッピング」カテゴリー:
このプロパティーを使用して、必要なプロパティーを表示します。例えば、セレクター・モードの CASE
プロパティーなどです。
CASE
このプロパティーは、「セレクター・モード」で「ユーザー定義マッピング」を選択した場合に表示されま
す。CASE プロパティーで CASE 式を指定します。形式は次のとおりです。
Selector_Value[= Output_Link_Label_Number]

出力列に転送したい入力列のそれぞれの値に対して、セレクター値を指定する必要があります。複数の値を
指定するには、CASE プロパティーを反復します。直前に指定したケースと同じ出力リンクに出力する場
合は、出力リンク・ラベルを省略できます。例えば、次の CASE ステートメントがあるとします。
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1990=0
1991
1992
1993=1
1994=1

この場合、セレクター列に 1990、1991、または 1992 という日付を含む行は出力リンク 0 に送出され、
1993 および 1994 の日付を含む行は出力リンク 1 に送出されます。
Switch ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Switch ステージの処理方法を指定します。
一致が見つからないときのアクション
行がどの CASE ステートメントの条件にも一致しない場合に実行するアクションを指定します。このプロ
パティーは、「セレクター・モード」で「ハッシュ」を選択した場合は表示されません。次のいずれかを選
択します。
v 「失敗」。ジョブを失敗させます。
v 「ドロップ」。行をドロップします。
v 「出力」。行をリジェクト・リンクに送付します。
破棄値
このプロパティーを CASE プロパティーと一緒に使用すると、セレクター列に特定の値を含む行が常に破
棄されます。例えば、次のような CASE ステートメントを定義したとします。
1995=5

ここで、「破棄値」プロパティーに 5 を設定した場合、セレクター列に「1995」を含むすべての行が、破
棄リンクとして指定されているリンク 5 に送られてドロップされます。

Switch ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
第 6 章 データ処理

487

v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Switch ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、どの出力リンクをどのリンク・ラベルに関連付けるかを指定できます。

Switch ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Switch ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合に表示され
ます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定したりでき
ます。
また、ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義するファイルを参
照して指定したりもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Switch ステージでは、
CASE ステートメントを評価するときにこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リス
トの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照して
指定します。

Switch ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Switch ステージには、1 つの入力デー
タ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Switch ステージには、1 つの入力デー
タ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、スイ
ッチ処理の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列
定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Switch ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Switch ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データにスイッチ処理を行う前にそのデータをパーティション化または
収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
Column Import ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式に
よってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Switch ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Switch ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで Switch ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Switch ス
テージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Switch ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、インポートするよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
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データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できま
せん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Switch ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Switch ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Switch ステージには、最大で 128 個の出力リンクと、リジェクトされた行を処理する 1 つのリジェク
ト・リンクを指定できます。処理するリンクを「出力名」ドロップダウン・リスト・ボックスから選択しま
す。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Switch ステージに入力される列と出力列との関係を指定できま
す。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Switch ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な
説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Switch ステージ: 「マッピング」タブ
Switch ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法を指定することができます。
左のペインには、スイッチ処理が行われた列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では
変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。

Switch ステージ: リジェクト・リンク
リジェクト・リンクを使用して、Switch ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクの詳細は変更できません。このリンクではデータ行をリジェクトするリンクの列定義が
使用されます。
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FTP Enterprise ステージ
FTP Enterprise ステージは、複数のファイルをパラレルで転送します。このステージは、FTP クライアン
トを呼び出し、リモート・ホストとの間のファイル転送を実行します。
FTP Enterprise ステージは、複数のファイルをパラレルで転送します。これらのファイルは、1 つ以上の
FTP サーバーから InfoSphere DataStage に転送されるファイルのセット、または InfoSphere DataStage か
ら 1 つ以上の FTP サーバーに転送されるファイルのセットです。ファイルのソースまたはターゲットは
URI (Universal Resource Identifier) で指定します。FTP Enterprise ステージは FTP クライアント・プログ
ラムを呼び出し、FTP プロトコルを使用してリモート・ホストとの間のファイル転送を実行します。
リモート・ホストのファイルへのアクセス

ローカル順次ファイルからリモート・ホストへのファイル転送

FTP Enterprise ステージを編集する際には、FTP ステージ・エディターが表示されます。これは汎用ステ
ージ・エディターが基本になっています。
ステージ・エディターに表示されるページは、ファイルのアクセスと転送のどちらを実行するかによって変
わり、最大で次の 3 つのページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。リモート・ホストのファイルにアクセスする場合に表示されます。ここで、入力リン
クの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。データ・セットをファイルに転送する場合に表示されます。ここで、出力リンクの詳
細を指定します。

再開機能
FTP 処理を再開可能モードで実行するための、特定のステージ・プロパティーを設定できます。
FTP 処理を再開可能モードで実行するよう指定できます。そのためには、ステージ・プロパティーを次の
ように設定します。
1. 再開可能転送の再開可能モードを指定します。
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2. 転送のユニーク・ジョブ ID を指定します。
3. オプションで、転送ディレクトリーのチェックポイント・ディレクトリーを指定します (チェックポイ
ント・ディレクトリーを指定しないと、現行作業ディレクトリーが使用されます)。
FTP 処理を行うジョブを実行すると、転送に関する情報がジョブ ID で識別される再開ディレクトリーに
書き込まれます。このディレクトリーはチェックポイント・ディレクトリー内に配置され、接頭部にストリ
ング「pftp_jobid_」が付きます。例えば、ジョブ ID に 100、チェックポイント・ディレクトリーとして
/home/bgamsworth/checkpoint を指定すると、ファイルは /home/bgamsworth/checkpoint/pftp_jobid_100 に書き
込まれます。
FTP 処理が成功しなかった場合は、再開可能モードに「転送再開」または「転送中止」を設定して、同じ
ジョブを再実行できます。実稼働環境の場合、転送を実行するジョブ・シーケンスを作成して、正常に実行
されるかどうかをテストできます。正常に実行されなかった場合は、シーケンス内の別のジョブで FTP ス
テージを使用し、転送再開オプションを指定して再開ディレクトリーにある情報を使用して転送を再試行で
きます。 .
取得処理の場合、InfoSphere DataStage は、ファイル境界で FTP 転送を再開します。途中で失敗したファ
イルの転送は、ファイルの先頭あるいは、ゼロ位置から再開されます。転送が完了したファイル URI は、
再度転送されません。その後、ダウンロード済み URI が一時フォルダー・パスからデータ・セットにイン
ポートされます。
処理が繰り返し失敗する場合は、転送中止オプションを使用して転送を中止し、一時ディレクトリーである
再開ディレクトリーをクリアできます。

FTP Enterprise ステージ: ファースト・パス
ここでは、FTP ステージを正しく機能させるための必要最小限の手順を説明します。
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、簡単に FTP Enterprise ステージをジョブに組み
込むことができます。このセクションでは FTP ステージを正しく機能させるための必要最小限の手順を説
明します。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能にアクセス
できるショートカットも多数用意してあります。このセクションでは基本的な方式を説明します。製品を使
い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかを理解できるようになります。
必要な手順は、FTP Enterprise ステージを使用してファイルのアクセスと転送のどちらを行うかによって変
わります。

FTP Enterprise ステージを使用したリモート・ホストへのデータ転送
FTP Enterprise ステージを使用してリモート・ホストにデータを転送するための絶対パス名または相対パス
名を指定することができます。

このタスクについて
「入力」ページの「プロパティー」タブで、次の操作をします。

手順
1. ファイルが送られる URI を指定します。必要に応じて、複数の URI を指定できます。絶対パス名また
は相対パス名を指定することができます。構文の詳細は、 494 ページの『FTP Enterprise ステージ:
「プロパティー」タブ』 を参照してください。
2. ファイルに列メタデータを必ず指定します。(必要な場合は、スキーマ・ファイルによって、これを行う
ことができます。)
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FTP Enterprise ステージを使用してリモート・ホストからデータにアクセスする
FTP Enterprise ステージを使用してリモート・ホストからデータにアクセスできます。

手順
1. 「出力」ページの「プロパティー」タブに移動します。
2. 取得処理によってファイルを取り出す元の URI を指定します。必要に応じて、複数の URI を指定でき
ます。複数ファイルを取得する場合にワイルドカード文字を使用することもできます。絶対パス名また
は相対パス名を指定することができます。構文の詳細は、 499 ページの『FTP Enterprise ステージ:
「プロパティー」タブ』 を参照してください。
3. ファイルに列メタデータを必ず指定します。(必要な場合は、スキーマ・ファイルによって、これを行う
ことができます。)

FTP Enterprise ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS マップ」
(各国語サポート) タブを使用して、FTP Enterprise ステージの文字セット・マップを定義します。

FTP Enterprise ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。このステージではパーティション方式「同
一」が必須要件であり、これにより「パーティションの保持」フラグがオーバーライドされるため、入
力データのパーティションが常に保持されます。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、定義されているノード・
マップのノードに制限できます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスに
入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこ
からノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加え
て) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

FTP Enterprise ステージ: 「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」(各国語サポート) タブを使用して、FTP Enterprise ステージの文字セット・マップを定義
します。
これは、プロジェクトまたはジョブのデフォルトの文字セット・マップをオーバーライドします。必要な場
合は、ジョブ・パラメーターとしてマップが提供されるように指定できます。また、「列ごとのマッピング
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を許可」を選択できます。これを選択すると、FTP Enterprise ステージで処理されるデータ内の個々の列
に、文字コード・セット・マップを指定できます。列グリッドに追加のプロパティー「NLS マップ」が表
示されます。ただし、NLS マップの値を設定できるデータ・タイプは ustring のみであることに注意して
ください。

FTP Enterprise ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、ステージが FTP を使用してファイルをリモート・ホストに転送する方法の詳細を指
定できます。FTP Enterprise ステージに設定できる入力リンクは 1 つだけですが、このステージで複数の
ファイルに書き込むことができます。
「入力」ページでは、ステージが FTP を使用してファイルをリモート・ホストに転送する方法の詳細を指
定できます。FTP Enterprise ステージに設定できる入力リンクは 1 つだけですが、このステージで複数の
ファイルに書き込むことができます。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、リンク
機能の詳細を正確に指定できます。「パーティション」タブでは、入力データをファイル (複数可) に書き
込む前にそのデータをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、書き込むデータの列定
義を指定します。「詳細」 タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
FTP Enterprise ステージのプロパティーとパーティション化の方法の詳細について、次のセクションで説明
します。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

FTP Enterprise ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、FTP Enterprise ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブを使用して、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定します。使用
可能なプロパティーをツリー構造で表示します。プロパティーは、ユーザーが検索しやすいように各カテゴ
リーに分割されています。すべての必須プロパティーはデフォルトでツリーに組み込まれ、削除することは
できません。必須プロパティー (すなわち、デフォルト値を持たない) プロパティーは警告色 (デフォルト
は赤) で表示されますが、値を設定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。
表 70. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

ターゲット/URI

パス名

N/A

はい

はい

N/A

ターゲット/URI/
オープン・コマ
ンド

ストリング

N/A

いいえ

いいえ

URI

接続/FTP コマン パス名
ド

FTP

いいえ

いいえ

N/A

接続/パスワード

暗号

N/A

いいえ

はい

N/A

接続/ユーザー名

ストリング

N/A

いいえ

はい

N/A

オプション/強制
並列処理

はい/いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

N/A

オプション/上書
き

はい/いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

N/A
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表 70. プロパティー (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

転送中止/転送
再開/再開可能
転送

再開可能転送

いいえ

はい

N/A

オプション/再開 パス名
可能モード/ チェ
ックポイント・
ディレクトリー

N/A

いいえ

いいえ

再開可能モード

オプション/再開
可能モード/ジョ
ブ ID

Integer

1

いいえ

いいえ

再開可能モード

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/転送
タイプ

Binary/ASCII

Binary

いいえ

いいえ

N/A

転送プロトコル/
転送モード

FTP/セキュア
FTP (SFTP)

FTP

いいえ

いいえ

N/A

オプション/再開
可能モード

「ターゲット」カテゴリー:
URI を指定し、必要な場合は、オープン・コマンドを指定します。
URI
ステージをリモート・ホストにあるターゲット・ファイルに接続するパス名です。これには、「オープン・
コマンド」従属プロパティーがあります。複数の URI を指定する場合は、このプロパティー設定を反復し
ます。絶対パス名または相対パス名を指定することができます。
相対パスの構文は、次のとおりです。
ftp://host/path/filename

ここで、path は、ユーザーのホーム・ディレクトリーの相対パスです。
絶対パスの構文は、次のとおりです。
ftp://host//path/filename

メインフレーム・システムに接続するときの絶対パスの構文は次のとおりです。
ftp://host/¥’path.filename¥’

オープン・コマンド
ファイルのあるディレクトリーへの移動以外の処理を行う場合に必要です。複数のオープン・コマンドがあ
る場合があります。これは URI の従属プロパティーです。
「接続」カテゴリー:
「FTP コマンド」、「パスワード」、「ユーザー名」を指定します。FTP コマンドは 1 つしか指定でき
ませんが、パスワードとユーザー名は複数指定できます。
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FTP コマンド
デフォルト FTP コマンドを使用したくない場合に指定できる任意のコマンドです。例え
ば、/opt/gnu/bin/wuftp と指定します。このフィールドに、コマンドのパス (エンジン層ホスト上の) を直接
入力することができます。また、実行時に FTP コマンドを指定できるようにしたい場合は、ジョブ・パラ
メーターを指定することもできます。
ユーザー名
転送先のユーザー名を指定します。このフィールドに直接入力するか、あるいは、実行時にユーザー名を指
定できるようにしたい場合は、ジョブ・パラメーターを指定することができます。複数のユーザー名を指定
することができます。 User1 は URI1 に対応し、同様に順次対応します。ユーザー数が URI 数より少な
い場合、最後のユーザー名が残りの URI に設定されます。
ユーザー名が指定されない場合、 FTP Enterprise ステージはホーム・ディレクトリーに .netrc ファイルを
使用します。
パスワード
このフィールドにはパスワードを入力します。また、実行時にパスワードを指定できるようにしたい場合
は、ジョブ・パラメーターを指定することもできます。パスワードはユーザー名ごとに指定します。
Password1 は URI1 に対応します。パスワード数が URI 数より少ない場合、最後のパスワードが残りの
URI に設定されます。
転送プロトコル
コンピューター間でファイルを転送する FTP サービスのタイプを選択します。 FTP または Secure FTP
(SFTP) のいずれかを選択できます。
FTP
このオプションは、標準 FTP プロトコルを使用してファイルを転送する場合に選択します。これは、非セ
キュアなプロトコルです。デフォルトで、FTP Enterprise ステージは、このプロトコルを使用してファイル
を転送します。
セキュア FTP (SFTP)
このオプションは、機密保護機能のあるチャネルでコンピューター間のファイル転送を行う場合に選択しま
す。セキュア FTP (SFTP) は、TCP/IP ネットワークなどの非セキュア・ネットワーク上のコンピューター
間のデータ転送には SSH (セキュア・シェル) 保護チャネルを使用します。 SFTP を使用してファイルを
転送する前に、RSA 認証用にパスフレーズを使用しない SSH 接続を構成する必要があります。
「オプション」カテゴリー:
強制並列処理
はい、または、いいえのいずれかを設定できます。通常、FTP Enterprise ステージは、n 個のファイルをパ
ラレルで転送するために必要な数のプロセスを開始しようとします。しかし、このプロパティーに「はい」
を指定することで、データの並列転送を強制することができます。これにより、同時に m 個のプロセスが
可能になります。この m は、 InfoSphere DataStage 構成ファイルに指定された数です。この m が n より
小さい場合、ステージはまず m 個のファイルの転送を待ってから、次の m 個のファイル転送を開始し、n
個のファイルが転送されるまで続けます。

496

パラレル・ジョブ開発者ガイド

「強制並列処理」を「はい」に設定するときは、1 つの URI のみを指定するようにしてください。
上書き
このオプションを設定すると、既存のファイルはすべてこの転送で上書きされます。
再開可能モード
再開可能モードを「再開可能転送」に指定すると、 InfoSphere DataStage は、再開ディレクトリーに転送
に関する情報を記録するディレクトリーを作成します。転送が失敗した場合、「再開可能モード」プロパテ
ィーを「再開転送」に設定して、同一のジョブを実行することができます。これにより転送が再試行されま
す。転送が繰り返し失敗する場合は、同一ジョブの「再開可能モード」オプションを「転送中止」に設定し
て実行します。これにより、再開ディレクトリーは削除されます。詳細は、再開可能設定を参照してくださ
い。再開可能モードには、次の従属プロパティーがあります。
v 「ジョブ ID」。
再開可能転送ジョブを特定します。これは、再開ディレクトリーの名前に使用されます。
v 「チェックポイント・ディレクトリー」。
オプションで、再開ディレクトリーを含むチェックポイント・ディレクトリーを指定します。これを指
定しない場合、現行作業ディレクトリーが使用されます。
例えば、ジョブ ID に 100、チェックポイント・ディレクトリーとして /home/bgamsworth/checkpoint を指
定すると、ファイルは /home/bgamsworth/checkpoint/pftp_jobid_100 に書き込まれます。
スキーマ・ファイル
データを保管するためのスキーマを含みます。このオプションを設定すると、「列」タブの設定がすべてオ
ーバーライドされます。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、あるいは、ジョブ・パラメーターを指
定してスキーマ・ファイル名を実行時に指定できるようにすることもできます。
転送タイプ
コンピューター間でファイルを転送するデータ転送モードを選択します。データ転送モードは、バイナリ
ー・モードまたは ASCII モードのいずれかを選択できます。デフォルトのデータ転送モードは、バイナリ
ーです。

FTP Enterprise ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データを処理する前にそのデータをパーティション化または収集する方
法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。ほとんどのステージは、デフォル
トで「自動」モードによりパーティション化します。このモードは、現行ステージと直前のステージの実行
モード、および、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定し
ます。ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォルト
の「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
このデフォルトの動作をオーバーライドするには、「パーティション」タブを使用します。このタブの実際
の処理は、以下の場合によって異なります。
v ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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FTP Enterprise ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで FTP Enterprise ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは FTP
Enterprise ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは FTP Enterprise ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モ
ードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり
次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書き込む前にソートするよ
うに指定できます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データのパ
ーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータを収集する
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場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーティショ
ン方式やコレクション方式によって決まります (「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
v さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の
先頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その
列をソートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用
するのかも指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニ
ューを呼び出してください。

FTP Enterprise ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、FTP Enterprise ステージが FTP プロトコルを使用して 1 つ以上のファイルをリモ
ート・ホストから転送する方法の詳細を指定できます。
「出力」ページでは、FTP Enterprise ステージが FTP プロトコルを使用して 1 つ以上のファイルをリモ
ート・ホストから転送する方法の詳細を指定できます。FTP Enterprise ステージに設定できる出力リンクは
1 つだけですが、このステージから複数のファイルを転送できます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、リンク
機能の詳細を正確に指定できます。「列」タブでは、データの列定義を指定できます。「詳細」 タブで
は、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
FTP Enterprise ステージのプロパティーとフォーマット設定の詳細について、次のセクションで説明しま
す。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

FTP Enterprise ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、FTP Enterprise ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブを使用して、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定します。使用
可能なプロパティーをツリー構造で表示します。プロパティーは、ユーザーが検索しやすいように各カテゴ
リーに分割されています。すべての必須プロパティーはデフォルトでツリーに組み込まれ、削除することは
できません。必須プロパティー (すなわち、デフォルト値を持たない) プロパティーは警告色 (デフォルト
は赤) で表示されますが、値を設定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。
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表 71. プロパティー
カテゴリー/プロパティ
ー
値

デフォルト

必須

反復

従属

ソース/URI

N/A

はい

はい

N/A

ソース/URI/オープン・ ストリング
コマンド

N/A

いいえ

いいえ

URI

接続/FTP コマンド

パス名

FTP

いいえ

いいえ

N/A

接続/パスワード

暗号

N/A

いいえ

はい

N/A

接続/ユーザー名

ストリング

N/A

いいえ

はい

N/A

オプション/強制並列処 はい/いいえ
理

いいえ

いいえ

いいえ

N/A

オプション/再開可能モ 転送中止/転送再
ード
開/再開可能転送

再開可能転送

いいえ

はい

N/A

オプション/再開可能モ パス名
ード/チェックポイン
ト・ディレクトリー

N/A

いいえ

いいえ

再開可能モード

オプション/再開可能モ Integer
ード/ジョブ ID

1

いいえ

いいえ

再開可能モード

オプション/スキーマ・ パス名
ファイル

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/転送タイプ Binary/ASCII

Binary

いいえ

いいえ

N/A

転送プロトコル/転送モ FTP/セキュア
ード
FTP (SFTP)

FTP

いいえ

いいえ

N/A

パス名

「ソース」カテゴリー:
URI を指定し、必要な場合は、オープン・コマンドを指定します。
URI
ステージをリモート・ホスト上のソース・ファイルに接続するパス名です。これには、「オープン・コマン
ド」従属プロパティーがあります。このプロパティーを反復して複数の URI を指定するか、またはパスに
ワイルドカードを使用して複数のファイルを検索することができます。絶対パス名または相対パス名を指定
することができます。
相対パスの構文は、次のとおりです。
ftp://host/path/filename

ここで、path は、ユーザーのホーム・ディレクトリーの相対パスです。
絶対パスの構文は、次のとおりです。
ftp://host//path/filename

メインフレーム・システムに接続するときの絶対パスの構文は次のとおりです。
ftp://host/¥’path.filename¥’
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オープン・コマンド
ファイルのあるディレクトリーへの移動以外の処理を行う場合に必要です。複数のオープン・コマンドがあ
る場合があります。これは URI の従属プロパティーです。
「接続」カテゴリー:
「FTP コマンド」、「パスワード」、「ユーザー名」を指定します。FTP コマンドは 1 つしか指定でき
ませんが、パスワードとユーザー名は複数指定できます。
FTP コマンド
デフォルト FTP コマンドを使用したくない場合に指定できる任意のコマンドです。例え
ば、/opt/gnu/bin/wuftp と指定します。このフィールドに、コマンドのパス (エンジン層ホスト上の) を直接
入力することができます。また、実行時に FTP コマンドを指定できるようにしたい場合は、ジョブ・パラ
メーターを指定することもできます。
ユーザー名
転送先のユーザー名を指定します。このフィールドに直接入力するか、あるいは、実行時にユーザー名を指
定できるようにしたい場合は、ジョブ・パラメーターを指定することができます。複数のユーザー名を指定
することができます。 User1 は URI1 に対応し、同様に順次対応します。ユーザー数が URI 数より少な
い場合、最後のユーザー名が残りの URI に設定されます。
ユーザー名が指定されない場合、 FTP Enterprise ステージはホーム・ディレクトリーに .netrc ファイルを
使用します。
パスワード
このフィールドにはパスワードを入力します。また、実行時にパスワードを指定できるようにしたい場合
は、ジョブ・パラメーターを指定することもできます。パスワードはユーザー名ごとに指定します。
Password1 は URI1 に対応します。パスワード数が URI 数より少ない場合、最後のパスワードが残りの
URI に設定されます。
転送プロトコル
コンピューター間でファイルを転送する FTP サービスのタイプを選択します。 FTP または Secure FTP
(SFTP) のいずれかを選択できます。
FTP
このオプションは、標準 FTP プロトコルを使用してファイルを転送する場合に選択します。これは、非セ
キュアなプロトコルです。デフォルトで、 FTP Enterprise ステージは、このプロトコルを使用してファイ
ルを転送します。
セキュア FTP (SFTP)
このオプションは、機密保護機能のあるチャネルでコンピューター間のファイル転送を行う場合に選択しま
す。セキュア FTP (SFTP) は、TCP/IP ネットワークなどの非セキュア・ネットワーク上のコンピューター
間のデータ転送には SSH (セキュア・シェル) 保護チャネルを使用します。 SFTP を使用してファイルを
転送する前に、RSA 認証用にパスフレーズを使用しない SSH 接続を構成する必要があります。
「オプション」カテゴリー:
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強制並列処理
はい、または、いいえのいずれかを設定できます。通常、FTP Enterprise ステージは、n 個のファイルをパ
ラレルで転送するために必要な数のプロセスを開始しようとします。しかし、このプロパティーに「はい」
を指定することで、データの並列転送を強制することができます。これにより、同時に m 個のプロセスが
可能になります。この m は、 InfoSphere DataStage 構成ファイルに指定された数です。この m が n より
小さい場合、ステージはまず m 個のファイルの転送を待ってから、次の m 個のファイル転送を開始し、n
個のファイルが転送されるまで続けます。
「強制並列処理」を「はい」に設定するときは、1 つの URI のみを指定するようにしてください。
再開可能モード
再開可能モードを「再開可能転送」に指定すると、 InfoSphere DataStage は、再開ディレクトリーに転送
に関する情報を記録するディレクトリーを作成します。転送が失敗した場合、「再開可能モード」プロパテ
ィーを「再開転送」に設定して、同一のジョブを実行することができます。これにより転送が再試行されま
す。転送が繰り返し失敗する場合は、同一ジョブの「再開可能モード」オプションを「転送中止」に設定し
て実行します。これにより、再開ディレクトリーは削除されます。詳細は、 491 ページの『再開機能』を
参照してください。
取得処理の場合、InfoSphere DataStage は、ファイル境界で FTP 転送を再開します。途中で失敗したファ
イルの転送は、ファイルの先頭あるいは、ゼロ位置から再開されます。転送が完了したファイル URI は、
再度転送されません。その後、ダウンロード済み URI が一時フォルダー・パスからデータ・セットにイン
ポートされます。
再開可能モードには、次の従属プロパティーがあります。
v 「ジョブ ID」。
再開可能転送ジョブを特定します。これは、再開ディレクトリーの名前に使用されます。
v 「チェックポイント・ディレクトリー」。
オプションで、再開ディレクトリーを含むチェックポイント・ディレクトリーを指定します。これを指
定しない場合、現行作業ディレクトリーが使用されます。
例えば、ジョブ ID に 100、チェックポイント・ディレクトリーとして /home/bgamsworth/checkpoint を指
定すると、ファイルは /home/bgamsworth/checkpoint/pftp_jobid_100 に書き込まれます。
スキーマ・ファイル
データを保管するためのスキーマを含みます。このオプションを設定すると、「列」タブの設定がすべてオ
ーバーライドされます。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、あるいは、ジョブ・パラメーターを指
定してスキーマ・ファイル名を実行時に指定できるようにすることもできます。
転送タイプ
コンピューター間でファイルを転送するデータ転送モードを選択します。データ転送モードは、バイナリ
ー・モードまたは ASCII モードのいずれかを選択できます。デフォルトのデータ転送タイプは、バイナリ
ーです。
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Generic ステージ
Generic ステージは、任意のステージ内部から Orchestrate オペレーターを呼び出し、必要に応じてそのオ
ペレーターにオプションを渡すための、処理ステージです。
Generic ステージは処理ステージです。複数の入力リンクと複数の出力リンクを設定できます。
Generic ステージを使用すると、InfoSphere DataStage ステージの内部から Orchestrate オペレーターを呼び
出すことができ、必要に応じてオペレーターのオプションを渡すこともできます。Orchestrate オペレータ
ーの詳細については、「InfoSphere DataStage パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」を参照してください。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

Generic ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Generic ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Generic ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Generic ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– ステージが呼び出す Orchestrate オペレーターの名前を指定します。
– オペレーターで必要とされるオプションの名前を指定し、値を設定します。この操作を反復すること
で、複数のオプションを指定できます。
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v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、入力および出力リンクの順序をそれぞれ必要なリンク番
号と対応するように指定します。

Generic ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Generic ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Generic ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 72. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

オプション/オペ
レーター

デフォルト

必須

反復

従属

Orchestrate オペレ N/A
ーター

はい

いいえ

N/A

オプション/オプ
ション名

ストリング

N/A

いいえ

はい

N/A

オプション/オプ
ション値

ストリング

N/A

いいえ

いいえ

オプション名

Generic ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Generic ステージの処理方法を指定します。
オペレーター
ステージが呼び出す Orchestrate オペレーターの名前を指定します。
オプション名
オペレーターに必要なオプションの名前を指定します。このプロパティーには、従属プロパティーがありま
す。
v 「オプション値」
オプションに設定する値。

Generic ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
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v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Generic ステージ: 「リンク順序」タブ
このタブでは、入力リンクおよび出力リンクとリンク・ラベルとの対応付けを指定できます。
リンクの順序を変えるには、出力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックしま
す。

Generic ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Generic ステージは複数の入力データ・
セットを受け入れます。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Generic ステージは複数の入力データ・
セットを受け入れます。詳細を表示するリンクを「入力名」ドロップダウン・リストから選択します。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、処理
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Generic ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Generic ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブを使用して、Generic ステージの処理方法を指定します。
「パーティション」タブでは、入力データを処理する前にそのデータをパーティション化または収集する方
法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
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デフォルトでは、ステージは自動モードでパーティション化します。この設定は、現行および先行ステージ
の実行モードと、構成ファイルに指定されているノードの数に基づいて最良のパーティション方式を採択す
るよう試みます。
Generic ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によって
データが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Generic ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Generic ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで Generic ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行され
ている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定す
ることができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Generic
ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Generic ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
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v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、処理するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Generic ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Generic ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Generic ステージではさまざまな出力リンクを設定できます。詳細を表示するリンクを「出力名」ドロップ
ダウン・リストから選択します。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
これらのタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Surrogate Key Generator ステージ
Surrogate Key Generator ステージは処理ステージです。代理キー列を生成して、キー・ソースを保守しま
す。
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代理キーはユニークな主キーで、キーが示すデータから取得するものではありません。したがって、データ
を変更しても主キーは変わりません。スター・スキーマ・データベースにおいて、代理キーはファクト表と
ディメンション表を結合するために使用されます。
Surrogate Key Generator ステージには、1 つの入力リンク、1 つの出力リンクを設定できますが、入力リ
ンクと出力リンクの両方を設定することもできれば、リンクを 1 つも設定しないことも可能です。ジョ
ブ・デザインはステージの目的によって変わります。
Surrogate Key Generator ステージを使用して、次のタスクを実行できます。
v ほかのジョブを実行する前にキー・ソースを作成または削除できます。
v キー値の範囲で状態ファイルを更新できます。
v 代理キー列を生成して、ジョブ内の次のステージに渡すことができます。
v 状態ファイルの内容を表示できます。
生成されるキーは符号なし 64 ビット Integer です。キー・ソースは、状態ファイルでもデータベース・シ
ーケンスでもかまいません。データベース・シーケンスを使用している場合、そのシーケンスは、
Surrogate Key ステージによって作成されている必要があります。DataStage の外部で事前に作成されたシ
ーケンスは使用できません。
Surrogate Key Generator ステージでは、状態ファイルは更新できますが、データベース・シーケンスは更
新できません。シーケンスを変更する場合は、データベース・ツールを使用してください。

キー・ソースの作成
入力リンクも出力リンクも使用せずにジョブに Surrogate Key Generator ステージ自体を追加することで、
代理キー・ソースを作成できます。

このタスクについて
キー・ソースは、ジョブで使用する前に作成しておく必要があります。キー・ソースは、状態ファイルでも
データベース・シーケンスでもかまいません。データベース・シーケンスを使用している場合、そのシーケ
ンスは、 Surrogate Key ステージによって作成されている必要があります。DataStage の外部で事前に作成
されたシーケンスは使用できません。

手順
1. Surrogate Key Generator ステージ・エディターを開きます。
2. 「プロパティー」タブで、キー・ソース・プロパティーを定義します。
a. 「キー・ソースのアクション」プロパティーを「作成」に設定します。
b. ソース名を入力、または参照を使用して指定します。
c. ソース・タイプを選択します。
3. ソース・タイプがデータベース・シーケンスの場合、「プロパティー」タブのその他のステップについ
ても入力してください。
a. データベース・タイプ・プロパティーを定義します。
b. 「シーケンス初期値」プロパティーをオプション・グループに追加し、シーケンスを初期化する値を
指定します。
c. キー範囲のブロック・サイズを調節したい場合は、「シーケンス・ブロック・サイズ」プロパティー
をオプション・グループに追加し、このプロパティーを「ユーザー指定」に設定して、ブロック・サ
イズの値を指定します。
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4. オプション: 「高度」タブで、ステージの処理設定を変更します。
5. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 Surrogate Key Generator ステージ・エディターが閉じま
す。

キー・ソースの削除
代理キー・ソースを削除するには、入力リンクも出力リンクも使用せずに Surrogate Key Generator ステー
ジ自体を使用するジョブをデザインします。

手順
1. Surrogate Key Generator ステージ・エディターを開きます。
2. 「プロパティー」タブで、キー・ソース・プロパティーを定義します。
a. 「キー・ソースのアクション」プロパティーを「削除」に設定します。
b. ソース名を入力、または参照を使用して指定します。
c. ソース・タイプを選択します。
d. ソース・タイプがデータベース・シーケンスの場合、「データベース・タイプ」プロパティーを定義
してください。
3. オプション: 「高度」タブで、ステージの処理設定を変更します。
4. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 Surrogate Key Generator ステージ・エディターが閉じま
す。

状態ファイルの更新
状態ファイルを更新するには、Surrogate Key Generator ステージを別のステージからの入力リンクを 1 つ
持つジョブに追加します。状態ファイルが存在しない場合は、必要に応じて同一ジョブ内に作成することが
できます。

始める前に
Surrogate Key Generator ステージを編集する前に、入力リンクのステージを編集する必要があります。デ
ータ入力ステージで、表名や接続プロパティーなどのデータ・ソースに関する詳細を指定して、列メタデー
タを定義します。

このタスクについて
データベース・シーケンスは更新できません。シーケンスの更新には、データベース・ツールを使用してく
ださい。

手順
1. Surrogate Key Generator ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」ページで、次のようにステージ・プロパティーを定義します。
a. 「プロパティー」タブをクリックします。
b. 入力列を選択して状態ファイルを更新します。 入力列は通常、代理キー列です。
c. 「キー・ソースの更新アクション」プロパティーを「更新」に設定するか、あるいは、状態ファイル
が存在せず、それを作成したい場合には、「作成および更新」を選択します。
d. ソース名を入力、または参照を使用して指定します。
e. 「ソース・タイプ」プロパティーを「フラット・ファイル」に設定します。
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f. オプション: 「高度」タブで、ステージの処理設定を変更します。
3. オプション: 「入力」ページで、ステージへの入力データを定義します。
a. 「パーティション」タブで、入力リンクのパーティションの設定を変更します。
b. 「高度」タブで、入力リンクのバッファリング設定を変更します。
4. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 Surrogate Key Generator ステージ・エディターが閉じま
す。

代理キーの生成
代理キーを生成するために、Surrogate Key Generator ステージをこれとは別のステージに単一の出力リン
クを持つジョブに追加します。

このタスクについて
入力列をジョブの次のステージに渡す場合は、 Surrogate Key Generator ステージで入力リンクを持つこと
もできます。

手順
1. Surrogate Key Generator ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」ページで、次のようにステージ・プロパティーを定義します。
a. 「プロパティー」タブをクリックします。
b. 「生成される出力列名」プロパティーに代理キー列の名前を入力します。
c. ソース名を入力、または参照を使用して指定します。
d. ソース・タイプを選択します。
e. ソース・タイプがデータベース・シーケンスの場合、「データベース・タイプ」プロパティーを定義
してください。
f. キー・ソースがフラット・ファイルの場合、キーの生成方法を指定します。
v 前回使用された最大値から順次、キーを生成するには、「最新の最大値からキーを生成」プロパテ
ィーを「はい」に設定します。キー範囲内のギャップは無視されます。
v キー・ソースを初期化する値を指定するには、「ファイル初期値 」プロパティーをオプション・
グループに追加して、キー生成の開始値を指定します。
v キー範囲のブロック・サイズを調節するには、「ファイル・ブロック・サイズ」プロパティーをオ
プション・グループに追加し、このプロパティーを「ユーザー指定」に設定して、ブロック・サイ
ズの値を指定します。
g. 入力リンクがない場合、「レコード数」プロパティーをオプション・グループに追加し、生成するレ
コード数を指定します。
h. オプション: 「高度」タブで、ステージの処理設定を変更します。
3. オプション: ステージに入力リンクがある場合、「入力」ページで、入力データを定義します。
a. 「パーティション」タブで、入力リンクのパーティションの設定を変更します。
b. 「高度」タブで、入力リンクのバッファリング設定を変更します。
4. 「出力」ページで、出力データを定義します。
a. 「マッピング」タブで、代理キー列を出力リンクにマッピングします。 ステージに入力リンクがあ
る場合、入力列を出力リンクにマッピングすることもできます。
b. オプション: 「高度」タブで、出力リンクのバッファリング設定を変更します。
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5. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 Surrogate Key Generator ステージ・エディターが閉じま
す。

Slowly Changing Dimension ステージ
Slowly Changing Dimension (SCD) ステージは処理ステージです。このステージはスター・スキーマ・デー
タベースのコンテキスト内で機能します。SCD ステージには、1 つの入力リンク、1 つの出力リンク、デ
ィメンション参照リンク、更新リンクを設定できます。
SCD ステージは、入力リンクでソース・データを読み取り、参照リンクでディメンション表のルックアッ
プを実行し、出力リンクでデータを書き込みます。出力リンクはデータを別の SCD ステージに渡すか、別
のタイプの処理ステージに渡すか、またはファクト表に渡すことができます。ディメンション更新リンク
は、ディメンションへの変更を出力する独立した出力リンクです。データベース内のディメンションの数、
またパフォーマンスの要件に応じて、これらのステップを単一ジョブ内で実行しても、一連のジョブに分け
て実行してもかまいません。
SCD ステージは、SCD タイプ 1 と SCD タイプ 2 の両方の処理をサポートします。
SCD タイプ 1
ディメンション表の属性を上書きします。
SCD タイプ 2
新規行をディメンション表に追加します。
各 SCD ステージは単一ディメンションを処理し、等価マッチング技法を使用してルックアップを実行しま
す。ディメンションがデータベース表の場合、ステージはデータベースを読み取ってメモリー内にルックア
ップ・テーブルを作成します。一致が検出されると、SCD ステージによってディメンション表内の行が更
新され、データの変更が反映されます。一致が検出されない場合は、ステージによってディメンション表内
に新規行が作成されます。新規ディメンション行を作成するために必要なすべての列がソース・データ内に
存在しなければなりません。
SCD ステージへの入力データは、イベントの発生順序を正確に示す必要があります。場合によっては、シ
ーケンス番号または日付フィールドによる入力データのプレソートが必要です。ジョブに複数の SCD ステ
ージがある場合、各ステージで入力データのソート順序が正しいことを確認してください。
SCD ステージをパラレルで実行する場合、入力データはキーでハッシュ・パーティション化される必要が
あります。ハッシュ・パーティションにより、同じビジネス・キーを持つレコードは、すべて同一プロセス
で処理できるようになります。SCD ステージは、プロセスごとに別々のルックアップ・テーブルを作成す
ることで、ディメンション表を各プロセスに分割します。

Slowly Changing Dimension ステージを使用するジョブ・デザイン
各 SCD ステージで処理するディメンションは 1 つですが、ジョブ・デザインは柔軟にできます。ディメ
ンションを処理し、ディメンション表を更新して、ファクト表をロードする 1 つ以上のジョブをデザイン
できます。
ディメンションの処理
ディメンションごとに別個のジョブを作成する、すべてのディメンションを処理するジョブを 1
つ作成する、またはそれぞれが複数のディメンションを処理する複数のジョブを作成することがで
きます。
ディメンションの更新
SCD ステージをデータベース・ステージにリンクすることで、ジョブの実行時にディメンション
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表を更新できます。また、別のジョブで使用するフラット・ファイルにディメンションの変更を送
信して、後でディメンション表を更新することもできます。実際のディメンションの変更は、メモ
リー内のルックアップ・テーブルに適用され、ディメンション更新リンクにミラーリングされま
す。これにより、同一ディメンション行に対する一連の変更を柔軟に処理できます。
ファクト表のロード
ファクト表のロードは、最後のディメンションを更新するジョブ内の最終ステップで実行するか、
または別のジョブの中で実行することができます。
次の図は、最初のジョブでディメンションのルックアップを行い、2 番目のジョブでディメンション表の更
新を実行し、3 番目のジョブでファクト表をロードする一連のジョブを示しています。

図 17. ディメンションのルックアップを行うジョブ

図 18. ディメンション表を更新するジョブ
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図 19. ファクト表をロードするジョブ

これらの図が示すジョブ・デザインでは、データベース機能の使用が最小限に抑えられます。ジョブ 1 は
ディメンションのルックアップ・テーブルをメモリー内に作成します。したがって、データベース接続がア
クティブになるのは、テーブルの作成中だけです。出力データとディメンション更新レコードは両方ともフ
ラット・ファイルに書き込まれます。ジョブ 2 とジョブ 3 は、後でこれらのファイルを使用してディメン
ション表を更新し、ファクト表をロードします。
この一連のジョブは単一ディメンション表を表します。複数のディメンションがある場合は、それぞれのデ
ィメンションにジョブ 1 とジョブ 2 が存在し、最後のジョブ 1 の出力がジョブ 3 への入力になります。
別の方法は、次の図に示すように、最初の 2 つのジョブを単一ステップに結合することです。

図 20. ディメンションのルックアップを行い、ディメンション表を更新するジョブ

この場合の SCD ステージは、データベース・ステージがディメンション表を更新するための INSERT お
よび UPDATE SQL ステートメントを正しく生成できるよう、必要な列情報を提供します。一方、最初に
示した 3 つの図のデザインでは、ジョブ 1 で、SCD ステージからの出力列を表定義としてリポジトリー
に保存する必要があります。その後、ジョブ 2 のデータベース・ステージで、この表定義から列をロード
します。
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Slowly Changing Dimension ステージの目的コード
目的コードは、SCD ステージのディメンション列の属性です。目的コードを使用して、ルックアップ・テ
ーブルの作成、ディメンションの変更の検出、ディメンション表の更新が行われます。
ルックアップ・テーブルの作成
SCD ステージは目的コードを使用して、ディメンションのルックアップに必要なルックアップ・テーブル
の作成方法を決定します。ディメンションにタイプ 1 の列しか存在しない場合、ステージはすべてのディ
メンション行を使用してルックアップ・テーブルを作成します。タイプ 2 の列が存在する場合、ステージ
は現在行のみを使用してルックアップ・テーブルを作成します。ディメンションに「現行インジケーター」
列がある場合、ステージは「ディメンション更新」タブで、この列の派生値を使用してディメンション表の
現在行を特定します。ディメンションに「現行インジケーター」列がない場合、ステージは「有効期限」列
とその派生値を使用して現在行を特定します。必要のないディメンション列は使用されません。この技法に
より、ルックアップ・テーブルが必要とするメモリーの量を最小化できます。
ディメンションの変更の検出
目的コードは、ディメンションの変更の検出にも使用されます。SCD ステージはタイプ 1 およびタイプ 2
の列の値をソース列の値と比較して、ディメンション表で既存の行を更新するか、新しい行を挿入するか、
または行を満了させるかを判断します。
ディメンション表の更新
目的コードは、SCD ステージがディメンション更新リンクに伝搬する列メタデータの一部です。この列メ
タデータを同じジョブのデータベース・ステージに送信したり、または「列」タブでメタデータを保存し
て、別のジョブでデータベース・ステージにロードしたりできます。データベース・ステージで SQL の自
動生成オプションを使用して挿入や更新を実行する場合、そのステージではこの目的コードを使用して、正
しい SQL ステートメントが生成されます。
詳細は、 516 ページの『目的コードの選択』および 517 ページの『目的コードの定義』を参照してくださ
い。

Slowly Changing Dimension ステージの代理キー
代理キーは、スター・スキーマ・データベースでディメンション表とファクト表を結合するために使用され
ます。
SCD ステージはディメンションのルックアップを実行して、一致レコードが見つかった場合は、既存の代
理キーの値をリトリーブします。一致レコードが見つからなかった場合、ステージは「ディメンション更
新」タブの「代理キー」列の出力仕様を使用して、新しい代理キー値を取得します。SCD ステージで新し
い代理キーを生成するときに、Surrogate Key Generator ステージで作成したキー・ソースを使用する必要
がある場合は、NextSurrogateKey 関数を使用して代理キー列を派生させてください。独自の方式で代理キー
を処理する場合は、ソース列から代理キー列を派生させてください。
代理キー列を出力リンクにマッピングすると、ソース・データ・ストリームのディメンション情報を代理キ
ー値で置換できます。
詳細は、 517 ページの『キー・ソースに関する情報の指定』および 518 ページの『ディメンション列の出力
仕様の作成』を参照してください。
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Slowly Changing Dimension ステージの編集
SCD ステージを編集して、ステージがディメンション表のデータをルックアップし、代理キー値を取得し
て、ディメンション表を更新し、さらに、出力リンクにデータを書き込む方法を定義する必要があります。

始める前に
SCD ステージを編集する前に、入力リンクのステージを編集する必要があります。
v ソース・ステージで、データ・ソースのファイル名を指定し、列メタデータを定義します。ソース・デ
ータが正しくソートされているかを検証する必要もあります。
v ディメンション参照ステージで、ディメンション表の表名と接続プロパティーを指定し、列メタデータ
を定義します。

手順
1. SCD ステージ・エディターを開きます。
2. 「ステージ」ページで、汎用ステージ・プロパティーを定義します。
a. 「全般」タブで、出力リンクを選択します。SCD ステージは、他のリンクを使用してディメンショ
ン表を更新します。 デフォルトで、SCD ステージに接続した最初の出力リンクが、出力リンクとし
て設定されます。
b. オプション: 「高度」タブで、処理設定を変更します。
3. 「入力」ページで、ステージへの入力データを定義します。
a. 「入力名」フィールドで参照リンクを選択します。
b. 「ルックアップ」タブで、ディメンション・ルックアップに使用する一致条件を定義します。
c. 「ルックアップ」タブで、ディメンション列の目的コードを選択します。
d. Surrogate Key Generator ステージを使用してキー・ソースを維持する場合、「代理キー」タブでキ
ー・ソースに関する情報を指定します。
e. オプション: 「高度」タブで、バッファリング設定を変更します。
f. オプション: 「パーティション」タブで、パーティションの設定を変更します。 パーティション・
モードは、デフォルトで「自動」に設定されています。SCD ステージは、レコードのパーティショ
ン化に、ルックアップ条件によって定義されたキーに基づくハッシュ方式を常に使用します。
4. 「出力」ページで、ステージへの出力データを定義します。
a. 「ディメンション更新」タブで、列の出力仕様を作成します。その出力仕様で、ディメンション・レ
コードに対する変更を検出し、その変更を適用する方法を指定します。
b. 「出力マップ」タブで、入力リンクのデータを出力リンクにマッピングします。
c. オプション: 別のジョブでディメンション表を更新している場合、「列」タブの列定義をリポジトリ
ーに表定義として保存します。 保存された表定義の列は、別のジョブのデータベース・ステージに
ロードできます。データベース・ステージは、これらの列定義と SCD 目的コードを使用して、ディ
メンション表を更新する正しい INSERT および UPDATE SQL ステートメントを生成します。
d. オプション: 「高度」タブで、バッファリング設定を変更します。
5. 「OK」をクリックすると、変更が保存され、 SCD ステージ・エディターが閉じます。

次のタスク
SCD ステージを編集した後、出力リンクのステージを編集する必要があります。
v 現行ジョブでディメンション表を編集している場合、ディメンション表の名前と接続プロパティーを指
定し、「書き込み方式」プロパティーを「アップサート」に設定し、さらに「アップサート・モード」
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プロパティーを「自動生成 UPDATE および INSERT」に設定します。 SCD ステージは、列定義をデ
ィメンション参照リンクからディメンション更新リンクに伝搬するため、列メタデータを定義する必要
はありません。
v 現行ジョブで、ファクト表をロードしている場合、ターゲット・データベースの表名と接続プロパティ
ーを指定し、書き込み方式を選択します。列メタデータは、SCD ステージで指定したマッピングにより
既に定義されています。

一致条件の定義
一致条件に、SCD ステージでディメンション・ルックアップを実施する方法を指定します。

このタスクについて
少なくとも 1 つの列のペアを関連付ける必要があります。必要に応じて、複数のペアを定義することがで
きます。複数のペアを定義すると、SCD ステージが、一致条件を結合します。関連付けられているすべて
の列のペアが一致すると、ルックアップが正常に行われます。

手順
1. 「入力」ページの「入力名」フィールドで参照リンクを選択します。
2. 「ルックアップ」タブをクリックします。
3. 左のペインのソース列を右のペインのディメンション列にドラッグします。 一致条件を示す 2 列の間
に関係の線が引かれます。

目的コードの選択
目的コードは、SCD ステージでディメンション・データを処理する方法を指定します。

このタスクについて
目的コードはディメンション参照リンクとディメンション更新リンクの列に適用されます。ディメンション
の列のタイプに従って目的コードを選択します。
v ディメンションにタイプ 2 列が含まれている場合、現行インジケーター列、有効期限列、あるいはその
両方を選択する必要があります。有効開始日付列はオプションです。タイプ 2 と現行インジケーターを
同じ列に割り当てることはできません。
v ディメンションに、タイプ 1 列のみが含まれる場合、現行インジケーター、有効開始日付、有効期限、
あるいは、SK チェーンの列は存在できません。

手順
1. 「入力」ページの「入力名」フィールドで参照リンクを選択します。
2. 「ルックアップ」タブをクリックします。
3. 右のペインで、各列ごとに目的コードを選択します。目的コードの割り当ては 1 つの列に割り当てる
か、あるいは、複数列に割り当てるかによって異なる方法で行います。
v 単一の列の場合、列の横の「目的」矢印をクリックして、リストから目的コードを選択します。
v 複数の列が同じ目的コードを持つ場合は、それらの列を選択してポップアップ・メニューで「目的コ
ードの設定」を選択します。「目的コードの設定」ウィンドウで、選択した列に適用する目的コード
を選択します。

516

パラレル・ジョブ開発者ガイド

タスクの結果
「ルックアップ」タブで目的コードが選択されると、SCD ステージは、列定義および目的コードを「ディ
メンション更新」タブに自動的に伝搬します。
目的コードの定義:
Slowly Changing Dimension ステージには、ディメンション処理をサポートする 9 つの目的コードがあり
ます。
(ブランク)
列に、SCD 目的がありません。この目的コードがデフォルトです。
代理キー
この列は、ディメンション・レコードを識別するために使用される代理キーです。
ビジネス・キー
この列は、ノーマル・ルックアップ条件に使用されるビジネス・キーです。
タイプ 1
この列は、SCD タイプ 1 のフィールドです。SCD タイプ 1 列値は、常に現行の値です。変更が
あると、SCD ステージはディメンション表の既存値を上書きします。
タイプ 2
この列は、SCD タイプ 2 のフィールドです。SCD タイプ 2 列の値は、ある時点を表します。変
更があると、SCD ステージは新しいディメンション行を作成します。
現行インジケーター (タイプ 2)
この列は、SCD タイプ 2 処理の現行レコードのインジケーターです。現行インジケーター列は、
1 つのみ使用できます。
有効開始日付 (タイプ 2)
この列は、SCD タイプ 2 処理の有効開始日付です。有効開始日付列は、1 つのみ使用できます。
有効期限 (タイプ 2)
この列は、SCD タイプ 2 処理の有効期限です。現行インジケーター列がない場合は、有効期限列
が必要ですが、そうでない場合はオプションです。
SK チェーン
この列は、代理キー列の値を使用してレコードを、直前のレコードあるいは次のレコードにリンク
する際に使用されます。 SK チェーン列がある場合、代理キー列は 1 つのみ作成できます。

キー・ソースに関する情報の指定
Surrogate Key Generator ステージでキー・ソースを作成した場合は、SCD ステージがソースを使用して代
理キーを生成する方法を指定する必要があります。

このタスクについて
キー・ソースは、フラット・ファイルでもデータベース・シーケンスでもかまいません。キー・ソースは、
ジョブの実行前に存在している必要があります。キー・ソースがフラット・ファイルの場合、ファイルは、
SCD ステージを実行するすべてのノードからアクセス可能でなければなりません。

手順
1. 「入力」ページの「入力名」フィールドで参照リンクを選択します。
2. 「代理キー」タブをクリックします。
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3. 「ソース・タイプ」フィールドで、ソース・タイプを選択します。
4. 「ソース名」フィールドで、キー・ソースの名前を入力するか、または、矢印ボタンをクリックして、
ファイルを参照するか、あるいは、ジョブ・パラメーターを挿入します。 ソースがフラット・ファイル
の場合は、 C:¥SKG¥ProdDim のように、状態ファイルの名前と完全修飾パスを入力します。ソースがデ
ータベース・シーケンスの場合は、 PRODUCT_KEY_SEQ のように、シーケンスの名前を入力します。
5. タイプに従って、キー・ソースに関する追加情報を指定します。
v ソースがフラット・ファイルの場合、「フラット・ファイル」領域に情報を指定してください。
v ソースがデータベース・シーケンスの場合は、「DB シーケンス」領域に情報を指定してください。

次のタスク
キー・ソースへの呼び出しは、NextSurrogateKey 関数により作成されます。「ディメンション更新」タブ
で、代理キーの目的コードを持つ列に NextSurrogateKey 関数を使用する出力仕様を作成します。
NextSurrogateKey 関数は、SCD ステージが新規ディメンション行を作成すると、次の代理キーの値を返し
ます。

ディメンション列の出力仕様の作成
ディメンション列の出力仕様を作成して、ディメンション表の更新方法を指定します。これには、新規レコ
ードに使用する値やレコードの有効期限も含まれます。

このタスクについて
すべてのディメンション列に、出力仕様が必要です。「現行インジケーター」または「有効期限」の目的コ
ードを持つ列には、「期限」出力仕様がなければなりません。次の要件が適用されます。
v 「タイプ 1」または「タイプ 2」の目的コードを持つ列は、ソース列から取得している必要がありま
す。
v 「現行インジケーター」または「有効期限」の目的コードを持つ列は、リテラル値から取得していま
す。
v SK チェーンの目的コードを持つ列は、PrevSKChain 関数、または NextSKChain 関数のどちらかを使用
して取得する必要があります。

手順
1. 「出力」ページの「出力名」フィールドでディメンション更新リンクを選択します。
2. 「ディメンション更新」タブをクリックします。
3. 以下のいずれかの方式で列の出力仕様を作成します。
v 左のペインのソース列を右のペインの「出力仕様」フィールドにドラッグします。
v 列自動マッチング機能を使用します (リンク・ヘッダーを右クリックし、「自動マッチング」を選択
します)。
v 式エディターを使用して式を定義します (「出力仕様」または「満了」フィールドをダブルクリック
します)。
関係の線で、どのディメンション列が、直接あるいは式の一部として、ソース列から取得されているか
を示します。

出力リンクへのデータのマッピング
マッピングで、入力リンクから出力リンクへのデータの書き込み方法を指定します。
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このタスクについて
入力データとディメンション・データを出力リンクにマッピングできます。ディメンション・データが、メ
モリーのルックアップ・テーブルからマッピングされ、新規行と変更済みデータが出力用に利用可能になり
ます。

手順
1. 「出力」ページの「出力名」フィールドで出力リンクを選択します。
2. 「出力マップ」タブをクリックします。
3. 以下のいずれかの方式でマッピングを作成します。
v 左のペインの列を右のペインの「出力仕様」フィールドにドラッグします。
v 列自動マッチング機能を使用します (リンク・ヘッダーを右クリックし、「自動マッチング」を選択
します)。
v 式エディターを使用して式を定義します (「出力仕様」フィールドをダブルクリックします)。
関係の線は、どの入力列が出力リンクにマッピングされているかを示します。

ディメンション更新アクション
SCD ステージは、ディメンション・ルックアップの結果と、少なくとも 1 つの SCD 列値の変更の検出に
基づいてディメンション表の更新を行います。
タイプ 2 列への変更は、タイプ 1 列への変更より優先されます。次の表で、SCD ステージがディメンシ
ョン表の更新アクションを決定する方法を説明します。
表 73. 更新アクションの決定
ルックアップの結果

列変更のタイプ

ディメンション行が見つかりません。 適用外。

更新アクション
ステージは、「ディメンション更新」
タブ上のディメンション更新リンクに
定義された列の出力仕様をすべて使用
して、新しいディメンション行を作成
します。

ディメンション行が見つかりました。 タイプ 2 列の値の変更 (タイプ 1 列 ステージは、現行のディメンション行
の値変更の有無に関係なく)。
の有効期限を満了にして、新しい行を
作成します。ステージでは、タイプ 2
処理に必要な履歴が保守されます。行
の有効期限を終了させる場合、ステー
ジは、「ディメンション更新」タブ上
の有効期限式を使用して、「現行イン
ジケーターと有効期限」の目的コード
を持つ列のみを更新します。新しい行
を作成する場合、ステージは、「ディ
メンション更新」タブ上の出力仕様の
式ですべての列を取得します。
ディメンション行が見つかりました。 タイプ 1 列の値の変更。ただし、タ
イプ 2 列値は変更しません。

ステージは、「ディメンション更新」
タブ上の出力仕様の式を使用して、タ
イプ 1 の目的コードを持つ列のみを
更新します。

ディメンション行が見つかりました。 変更された列値はありません。

更新は必要ありません。
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Pivot Enterprise ステージ
Pivot Enterprise ステージは、データを水平および垂直にピボットする処理ステージです。
Pivot Enterprise ステージは、「パレット」ペインの「プロセス」セクションにあります。

図 21. Pivot Enterprise ステージは、「パレット」ペインの「プロセス」セクションにあります。

水平ピボットは、入力行の列の 1 セットを、複数の出力行の単一列にマップします。水平ピボット・アク
ションの出力データは、通常、入力データより列が少なくなり行が多くなります。垂直ピボットを使用する
と、複数の入力列セットを複数の出力列にマップできます。
垂直ピボットは、入力データの行セットを、単一または複数の出力列にマップします。 配列サイズによっ
て、出力データ内の行の数が決まります。 垂直ピボット・アクションの出力データは、通常、入力データ
より列が多くなり行が少なくなります。
水平および垂直ピボットについては、入力データ内の任意の列を出力データに含めることとができます。

水平ピボット処理の指定
Pivot Enterprise ステージを使用して、データを水平にピボットし、入力列セットを単一の出力列にマップ
します。

このタスクについて
Pivot Enterprise ステージでは、2 とおりの方法で水平ピボット処理をデザインできます。
v 水平ピボット処理を指定し、その列を出力列にマップすることができます。
v 出力列が既に定義されている場合に、その出力列を使用して水平ピボット処理を指定することができま
す。

水平ピボット処理の指定と出力列のマッピング
水平ピボット処理を指定し、その後結果列を出力列にマップすることができます。

このタスクについて
水平ピボット処理を使用して、行を出力列にマップします。

手順
1. 以下のタスクを実行して、基本のジョブをデザインします。
a. ジョブ・デザイン・キャンバスに Pivot Enterprise ステージを置きます。
b. Pivot Enterprise ステージの左側のキャンバスに入力データを提供するステージを置きます。
c. Pivot Enterprise ステージの右側のキャンバスに出力データのターゲットとなるステージを置きま
す。
d. 3 つのステージをリンクします。
2. 入力データを提供するステージを構成します。
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3. Pivot Enterprise ステージを開き、「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「Pivot アクション」タブで、ピボット・タイプ を 水平 に指定します。
5. 「ステージ」ページの「ピボット定義」タブで以下のタスクを実行し、水平ピボット処理を指定しま
す。
a. 「名前」フィールドに、ピボット済みデータを含む出力列 (ピボット列) の名前を入力します。
b. SQL タイプを指定し、必要であれば (例えば、SQL タイプが decimal の場合など)、ピボット・デ
ータの長さとスケールを指定します。
c. 「出力仕様」フィールドをダブルクリックして、「列選択」ウィンドウを開きます。
d. 「使用可能な列」リストで、ピボット列に結合する列を選択します。
e. 右矢印をクリックすると、選択した列が「選択された列」 リストに移動します。
f. 「OK」をクリックすると、「ピボット」タブに戻ります。
g. ステージによりピボット索引列を生成してピボットされた行に番号を振る場合は、「ピボット索引」
を選択します。
6. 「出力」ページをクリックすると、「マッピング」タブに進みます。
7. 以下のタスクを実行して、出力データを指定します。
a. 右ペインの「列」表からピボット列 (複数可) を選択し、左ペインにある出力リンク表までドラッグ
します。
b. 出力データに表示するすべての列を、ウィンドウの左側の使用可能な列からウィンドウの右側の使用
可能な出力列にドラッグします。
c. 「列」タブをクリックすると、ジョブの実行時にステージから出力されるデータが表示されます。
8. 「OK」をクリックしてピボット処理を保存し、 Pivot Enterprise ステージを閉じます。

出力列を使用する水平ピボット処理の指定
出力列が既に定義されている場合に、出力列を使用して水平ピボット処理を指定することができます。

このタスクについて
ターゲット・データが既に定義されているジョブをデザインしている場合、そのターゲット・データ出力列
を使用して水平ピボット処理を定義できます。

手順
1. 以下のタスクを実行して、基本のジョブをデザインします。
a. ジョブ・デザイン・キャンバスに Pivot Enterprise ステージを置きます。
b. Pivot Enterprise ステージの左側のキャンバスに入力データを提供するステージを置きます。
c. Pivot Enterprise ステージの右側のキャンバスに出力データのターゲットとなるステージを置きま
す。
d. 3 つのステージをリンクします。
2. 入力データを提供するステージを構成します。
3. ターゲット・ステージを構成して、ターゲット・データが定義されるようにします。
4. Pivot Enterprise ステージを開き、「プロパティー」タブをクリックします。
5. 「Pivot アクション」タブで、ピボット・タイプ を 水平 に指定します。
6. 「ステージ」ページの「ピボット定義」タブで以下のタスクを実行し、水平ピボット処理を指定しま
す。
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a. 「ロード」をクリックして、定義済み出力列をすべて、「ピボット定義」タブにロードします。
b. ピボット列の「出力仕様」フィールドをダブルクリックして、「列選択」ウィンドウを開きます。
c. 「使用可能な列」リストで、ピボット列に結合する列を選択します。
d. 右矢印をクリックすると、選択した列が「選択された列」 リストに移動します。
e. 「OK」をクリックすると、「ピボット定義」タブに戻ります。
7. 「出力」をクリックすると、「出力」ページの「マッピング」タブに進みます。
8. 以下のタスクを実行して、出力データを指定します。
a. 右ペインの「列」表からピボット列 (複数可) を選択し、左ペインにある出力リンク表までドラッグ
します。
b. 出力データに表示するすべての列を、ウィンドウの左側の使用可能な列からウィンドウの右側の使用
可能な出力列にドラッグします。
c. 「列」タブをクリックすると、ジョブの実行時にステージから出力されるデータが表示されます。
9. 「OK」をクリックしてピボット処理を保存し、 Pivot Enterprise ステージを閉じます。

データの水平ピボットの例
この例では、データを水平ピボットするために Pivot Enterprise ステージがセットアップされています。
水平ピボット済みデータのセット内の各行に対して索引番号を割り振るピボット索引を生成できます。以下
の表に、水平ピボット処理の前後のデータ例を示します。
表 74. 単純な水平ピボット処理の入力データ
REPID

last_name

Jan_sales

Feb_sales

Mar_sales

100

Smith

1234.08

1456.80

1578.00

101

Yamada

1245.20

1765.00

1934.22

表 75. 単純な水平ピボット処理の出力データ
REPID

last_name

Q1sales

Pivot_index

100

Smith

1234.08

0

100

Smith

1456.80

1

100

Smith

1578.00

2

101

Yamada

1245.20

0

101

Yamada

1765.00

1

101

Yamada

1934.22

2

表 76. 複数のピボット列を持つ水平ピボット処理の入力データ
REPID

last_name

Q1sales

Q2sales

Q3sales

Q4sales

100

Smith

4268.88

5023.90

4321.99

5077.63

101

Yamada

4944.42

5111.88

4500.67

4833.22

表 77. 複数のピボット列を持つ水平ピボット処理の出力データ
REPID

last_name

halfyear1

halfyear2

100

Smith

4268.88

4321.99

100

Smith

5023.90

5077.63
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表 77. 複数のピボット列を持つ水平ピボット処理の出力データ (続き)
REPID

last_name

halfyear1

halfyear2

101

Yamada

4944.42

4500.67

101

Yamada

5111.88

4833.22

次の画面取りは、「ステージ」ページの「ピボット定義」タブの水平ピボットの設定を示します。

図 22. 「ピボット定義」タブの水平ピボット設定の例

次の画面取りは、「出力」ページの「マッピング」タブの水平ピボット処理の設定を示します。

図 23. 「マッピング」タブ

垂直ピボット処理の指定
Pivot Enterprise ステージを使用して、データを垂直にピボットし、結果の列を出力列にマップします。
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このタスクについて
Pivot Enterprise ステージでは、垂直ピボット処理をデザインし、結果の列を出力列にマップできます。

垂直ピボット処理の指定と出力列のマッピング
垂直ピボット処理を指定し、その後結果列を出力列にマップすることができます。

このタスクについて
ピボット処理を構成し、データを垂直にピボットした後、結果列を出力列にマップすることができます。

手順
1. 以下のタスクを実行して、基本のジョブをデザインします。
a. ジョブ・デザイン・キャンバスに Pivot Enterprise ステージを置きます。
b. Pivot Enterprise ステージの左側のキャンバスに入力データを提供するステージを置きます。
c. Pivot Enterprise ステージの右側のキャンバスに出力データのターゲットとなるステージを置きま
す。
d. 3 つのステージをリンクします。
2. 入力データを提供するステージを構成します。
3. Pivot Enterprise ステージを開き、「プロパティー」タブをクリックします。
4. 「ピボット・タイプ」プロパティーを選択し、「ピボット・タイプ」に「垂直」を選択します。
5. 以下のタスクを実行して、「ステージ」ページの「ピボット定義」タブで垂直ピボット処理を指定しま
す。
a. 「ロード」をクリックして入力データをロードします。
b. 出力でグループ化する列を「GroupBy」で選択します。
c. 行から列にピボットする列を「ピボット」で選択します。「GroupBy」を選択した列はピボットでき
ません。
d. 「この列に必要なアグリゲート関数」フィールドをダブルクリックして「ピボット - 関数選択」ウ
ィンドウを開きます。
e. 「使用可能な列」リストから、ピボット列にアグリゲートする列を選択して「保存」をクリックしま
す。
f. 「配列サイズ」を指定して各出力行に対して生成されるピボット・データのセット数を指定します。
例えば、7 個の列があり、各列が曜日であるピボット・データの行を生成するには、配列サイズを 7
に指定します。
g. ステージによりピボット索引列を生成してピボット列に番号をつける場合は、「ピボット索引」を選
択します。
h. 「OK」をクリックすると、「ピボット」タブに戻ります。
6. 「出力」をクリックすると、「出力」ページの「マッピング」タブに進みます。
7. 以下のタスクを実行して、出力データを指定します。
a. 右ペインの「列」表からピボット列 (複数可) を選択し、左ペインにある出力リンク表までドラッグ
します。
b. 出力データに表示するすべての列を、ウィンドウの左側の使用可能な列からウィンドウの右側の使用
可能な出力列にドラッグします。
c. 「列」タブをクリックすると、ジョブの実行時にステージから出力されるデータが表示されます。
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8. 「OK」をクリックしてピボット処理を保存し、 Pivot Enterprise ステージを閉じます。

データの垂直ピボットの例
この例では、データを垂直ピボットして売上の月平均をアグリゲートするために Pivot Enterprise ステージ
がセットアップされています。
以下の表に、垂直ピボット処理の前後のデータ例を示します。
表 78. 垂直ピボット処理の入力データ
REPID

last_name

Q_sales

100

Smith

1234.08

100

Smith

1456.80

100

Smith

1578.00

101

Yamada

1245.20

101

Yamada

1765.00

101

Yamada

1934.22

表 79. 垂直ピボット処理の出力データ
REPID

last_name

Q_sales1
Q_sales (January) (February)

Q_sales2 (March)

Q_sales_average

100

Smith

1234.08

1456.80

1578.00

1412.96

101

Yamada

1245.20

1765.00

1934.22

1648.14

次の画面取りは、「ステージ」ページの「ピボット定義」タブの垂直ピボットの設定を示します。

図 24. 「ピボット定義」タブの垂直ピボット設定の例

次の画面取りは、「出力」ページの「マッピング」タブの垂直ピボット処理の設定を示します。
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図 25. 「マッピング」タブ

Pivot Enterprise ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブで、「ピボット・タイプ」を「水平」または「垂直」に指定します。
「プロパティー」タブを使用して、そのステージがデータを水平または垂直のどちらにピボット (列/行を
変換) するのかを指定します。
ピボット・タイプ
列を行にマップするには「水平」を、行を列にマップするには「垂直」を指定します。

実行オプションの指定
ステージを順次に実行するかパラレルで実行するか、基礎を成すオペレーターを単一プロセスに結合するか
どうか、および、ジョブで現行のパーティションにデータを維持すべきかどうかを指定することができま
す。

このタスクについて
実行オプションは、「ステージ」ページの「高度」タブで設定されます。

手順
1. 「実行モード」リストで順次実行かパラレル実行かを指定します。実行モードを変更できないステージ
の場合、リストは表示されません。
2. 結合可能モードは、「結合可能モード」リストからオプションを選択して指定します。次のいずれかの
オプションを選択します。
オプション

説明

自動

このオペレーターのデフォルトの結合設定を使用します。

結合可能

デフォルト設定を無視して、可能であればオペレーターを
結合します。

結合しない

オペレーターを結合しません。

3. このステージのデータ・パーティションをジョブの次のステージで保持する必要かあるかどうかを指定
するには、「パーティションの保持」リストから以下のオプションのいずれかを選択します。
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オプション

説明

設定

可能であれば次のステージでデータ・パーティションを保
持する必要があることを指定します。

クリア

次のステージがどのパーティション方式を使用するかは、
このステージに関係ないことを示します。

伝搬

ジョブ内の前のステージが使用したオプションをこのステ
ージでも使用することを指定します。

ステージの実行場所を指定する
ステージ・プロセスを実行する処理ノードを指定したり、このステージが特定のリソースを使用するように
制約したりすることができます。

このタスクについて
構成ファイルにノード・プールとして定義されているノード・グループでステージを実行するように制限す
るか、あるいは、ステージにローカルのノード・マップを定義することができます。また、そのステージで
構成ファイルのリソース・プールに定義されているリソース・セットを使用するように制限することもでき
ます。

手順
1. 「ステージ」ページの「高度」タブを開きます。
2. ステージを事前に定義したノード・プールで実行させたり、あるいは、事前に定義したリソース・プー
ルを使用するには、以下のようにします。
a. ノード・プールあるいはリソース・プールを定義した構成ファイルをリストから選択します。
b. 「制約」リストから「ノード・プール」または「リソース・プール」を選択します。
c. リソース・プールを指定している場合は、そのリソース・プールの「タイプ」を選択します。
d. 実行を制限するプールの名前を選択します。
e. さらにプールを指定する場合は、a から d までのステップを繰り返します。
3. ステージを実行するノードのノード・マップを定義するには、次のようにします。
a. 「ノード・マップの制約」を選択します。
b. テキスト・フィールドで、実行を制限するノードの名前を入力するか、または、参照します。
4. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じるか、あるいは、別のページまたはタブを選択し
て開きます。

パーティション方式またはコレクション方式の指定
処理する前に、データを収集またはパーティション化する方法を指定することができます。

データのパーティション
このタスクについて
ステージをパラレル・モードで実行している場合、データはパーティションで処理されます。デフォルト
で、パーティション方式は「自動」に設定されています。このデフォルトの動作はオーバーライドできま
す。
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手順
1. 「入力」ページの「パーティション」タブを開きます。
2. リストからパーティション方式を選択します。
オプション

説明

(自動)

InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノ
ードの数によって、最良のパーティション方式を決定しま
す。これが、ほとんどのステージのデフォルトのパーティ
ション方式です。

DB2

特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式を
とります。追加のプロパティーを設定する必要がありま
す。「プロパティー」ボタンをすると、それらのプロパテ
ィーが表示されます。

すべて

書き込み先の各ファイルが、データ・セット全体を受け取
ります。

ハッシュ

レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列
(複数可) の値に基づいて、パーティションにハッシュさ
れます。

モジュラス

レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列の
モジュラス関数を使用してパーティション化されます。こ
れは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用
される方法です。

ランダム

レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダム
にパーティション化されます。

ラウンドロビン

レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベー
スでパーティション化されます。

同じ

元のパーティションがそのまま維持されます。

範囲

1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セ
ットがほぼ等しいサイズのパーティションに分割されま
す。これはデータ・セットに全ソートを実行する際の前処
理としてよく用いられる方法です。追加のプロパティーを
設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリ
ックして、それらのプロパティーにアクセスしてくださ
い。

3. ハッシュ・パーティション方式またはモジュラス・パーティション方式を選択した場合は、「利用可
能」リストから 1 つ以上の列をクリックしてキーを指定します。選択した列 (複数可) が「選択済み」
リストに表示されます。

データのコレクティング
collecting メソッドを指定できます。

このタスクについて
ステージを順次に実行している場合、ジョブの直前のステージがパラレルで実行されていると、書き込み前
にデータが収集されます。デフォルトで、コレクション方式は「自動」に設定されています。このデフォル
トの動作はオーバーライドできます。
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手順
1. 「入力」ページの「パーティション」タブを開きます。
2. リストからコレクション方式を選択します。
オプション

説明

(自動)

これは Sequential File ステージのデフォルトのコレクシ
ョン方式です。通常、「自動」モードを使用している場
合、InfoSphere DataStage はいずれかの入力パーティショ
ンの行が使用可能になり次第、その行を読み取ります。

順番に処理

まず最初のパーティションからすべての行を読み取り、次
に 2 番目のパーティションからすべての行を読み取り、
以降のパーティションも同様に処理します。

ラウンドロビン

最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパー
ティションからも順番に 1 つずつ行を読み取っていきま
す。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初の
パーティションから処理を開始します。

ソート・マージ

行の 1 つ以上の列に基づいた順序で、行を読み取りま
す。この場合、「利用可能」リストからコレクション・キ
ー列を選択する必要があります。

3. ソート・マージ・コレクション方式を選択した場合は、「利用可能」リストから 1 つ以上の列をクリッ
クしてコレクション・キーを指定します。選択した列 (複数可) が「選択済み」リストに表示されま
す。

ソート処理の指定
このステージがデータを処理する前にデータをソートするように指定することができます。「入力」ページ
の「パーティション」タブでソート処理を指定すると、データがこのステージに入ったときにソートされま
す。

始める前に
自動パーティション方式を使用している場合は、データをソートできません。

このタスクについて
ソート・キーとして機能させる入力データ列を 1 つ以上指定してください。この処理では、キー列および
関連する行を指定された英数字順にソートします。より複雑なソート処理が必要な場合は、Sort ステージ
を使用できます。

手順
1. 「ソートの実行」を選択します。
2. 前回ソートしたデータ・セットを保存するには、「ステーブル」を選択します。
3. 同一のソート・キー値を持つ行が複数存在する場合に、1 行のみを保存するよう指定するには、「ユニ
ーク」を選択します。「ステーブル」も選択すると、最初の行が保持されます。
4. 「利用可能」リストから 1 つ以上の列を選択して、「選択済み」リストに移動します。これらの列がソ
ート・キーになります。
5. 「選択済み」リストの各キー列を右クリックして、以下のオプションのいずれかを選択します。
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オプション

説明

ソート順

必要に応じて「昇順」または「降順」を選択します。

大/小文字の区別

「大/小文字の区別」または「大/小文字を区別しない」を
選択します。

EBCDIC としてソート

文字を ASCII ではなく EBCDIC としてソートする場合
はこのオプションを選択します。

NULL の位置

ソートしたときに NULL 値を先頭にするか末尾にするか
を指定するには、「最初」または「最後」を選択します。

使用法

キー・パーティション方式を使用している場合には、現行
列をソート・キーとして使用するか、パーティション・キ
ーとして使用するか、または両方に使用するかを指定でき
ます。

6. 各国語サポートを有効にしている場合、ソート・ボックスのプロパティー・ボタンをクリックして、
「ソート・プロパティー」ウィンドウの「NLS ロケール」タブを開きます。現行の照合規則のデフォル
トを表示したり、必要に応じて別の照合規則を選択したりできます。

Checksum ステージ
Checksum ステージを使用して、行の指定した列からチェックサム値を生成して、そのチェックサムを該当
行に追加することができます。
行をデータ・ターゲットに書き込む際に、チェックサム値を使用して各行の妥当性を検査することができま
す。チェックサム値が、値の生成元の列と等価にならない場合、そのデータは破損しており、もはや有効で
はありません。
通常、チェックサム列を追加するための Checksum ステージを 1 つのジョブに作成して、別のジョブで、
Checksum ステージを使用してデータの妥当性の検査を行います。
Checksum ステージは、パレットのプロセス・セクションにあります。

データへのチェックサム列の追加
データ・フローに Checksum ステージを追加することで、データにチェックサム列を追加することができ
ます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスに Checksum ステージを入れてセットして、データ・ソースからのデー
タを受け取り、データ・ターゲットにデータを書き込むことができるようにします。
2. Checksum ステージ・エディターを開き、以下のプロパティーにオプションで値を指定します。
オプション

説明

計算モード

デフォルトで、「すべての列を使用する」に設定します。
明示的に列を除外したり、明示的に列を含めることもでき
ます。このオプションのいずれかを選択した場合は、除外
する列あるいは含める列を指定するため、追加のプロパテ
ィーを入力する必要があります。
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オプション

説明

バッファー出力列名

デフォルトでは、このプロパティーは設定されていませ
ん。このプロパティーを使用して、チェックサムの生成に
使用するバッファーを、出力データと共に追加列に含める
ように指定することができます。バッファーには、チェッ
クサムの生成に使用される列の実際の値が含まれます。

チェックサム出力列名

デフォルトで、チェックサム値が含まれる出力列には、
Checksum という名前が付けられますが、このプロパティ
ーに別の名前を指定することができます。

3. 「出力」ページの「マッピング」タブを開き、出力列に入力列やステージによる生成データからデータ
を取得する方法を指定します。

Checksum ステージのプロパティー
ほとんどの場合、「プロパティー」タブにあるプロパティーのデフォルト値を使用できます。

デフォルトのプロパティー
以下のプロパティーは、明示的にプロパティーを設定しない限り、デフォルト値を取ります。
計算モード
このプロパティーを使用して、チェックサム値を、すべての使用可能な列から生成する (デフォル
ト) か、指定された列以外のすべての列から生成するか、あるいは、指定された列のみから生成す
るかを指定します。
「指定された列以外のすべての列を使用する」を選択すると、次のプロパティーが表示されます。
除外列 「除外列」リストから、列を選択します。このプロパティーを繰り返して、複数の列を除
外できます。
「指定された列のみ使用する」を選択した場合、以下のプロパティーが表示されます。
計算列 「計算列」リストから、列を選択します。このプロパティーを繰り返して、複数の列をチ
ェックサムの計算に含めることができます。

オプションのプロパティー
以下のプロパティーを設定して、Checksum ステージの動作をさらに制御することができます。
バッファー出力列名
このプロパティーを使用して、チェックサム・アルゴリズムが実行されたバッファーを入れる出力
列の名前を指定します。このプロパティーを指定しなければ、出力列は生成されません。
チェックサム出力列名
このプロパティーを使用して、チェックサム値を入れる出力列の名前を指定します。名前を指定し
ない場合、この列は「Checksum」という名前になります。

出力列のマッピング
「マッピング」タブを使用して、Checksum ステージで出力する列を指定します。
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このタスクについて
「マッピング」タブに、ステージへの入力にする列と、このステージによって生成される列がリストされま
す。このリストから列を選択して、ステージによって出力させる列のリストをビルドします。
「マッピング」タブは、「出力」ページの「列」タブと同期化されるため、列をマップすると自動的に
「列」タブにデータが追加されるようになります。「列」タブに既に列定義が含まれている場合は、その定
義が「マッピング」タブに表示されます。
一回の処理ですべての列をマップすることも、あるいは、列を 1 つずつドラッグして、既存の出力列に 1
列ずつドロップすることもできます。

手順
1. 「マッピング」タブの右ペインで、ステージから出力する列を 1 つ以上選択します。
2. 列を右ペインにドラッグして、カーソルの形が変わったら、マウス・ボタンをリリースします。

実行オプションの指定
ステージを順次に実行するかパラレルで実行するか、基礎を成すオペレーターを単一プロセスに結合するか
どうか、および、ジョブで現行のパーティションにデータを維持すべきかどうかを指定することができま
す。

このタスクについて
実行オプションは、「ステージ」ページの「高度」タブで設定されます。

手順
1. 「実行モード」リストで順次実行かパラレル実行かを指定します。実行モードを変更できないステージ
の場合、リストは表示されません。
2. 結合可能モードは、「結合可能モード」リストからオプションを選択して指定します。次のいずれかの
オプションを選択します。
オプション

説明

自動

このオペレーターのデフォルトの結合設定を使用します。

結合可能

デフォルト設定を無視して、可能であればオペレーターを
結合します。

結合しない

オペレーターを結合しません。

3. このステージのデータ・パーティションをジョブの次のステージで保持する必要かあるかどうかを指定
するには、「パーティションの保持」リストから以下のオプションのいずれかを選択します。
オプション

説明

設定

可能であれば次のステージでデータ・パーティションを保
持する必要があることを指定します。

クリア

次のステージがどのパーティション方式を使用するかは、
このステージに関係ないことを示します。

伝搬

ジョブ内の前のステージが使用したオプションをこのステ
ージでも使用することを指定します。
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ステージの実行場所を指定する
ステージ・プロセスを実行する処理ノードを指定したり、このステージが特定のリソースを使用するように
制約したりすることができます。

このタスクについて
構成ファイルにノード・プールとして定義されているノード・グループでステージを実行するように制限す
るか、あるいは、ステージにローカルのノード・マップを定義することができます。また、そのステージで
構成ファイルのリソース・プールに定義されているリソース・セットを使用するように制限することもでき
ます。

手順
1. 「ステージ」ページの「高度」タブを開きます。
2. ステージを事前に定義したノード・プールで実行させたり、あるいは、事前に定義したリソース・プー
ルを使用するには、以下のようにします。
a. ノード・プールあるいはリソース・プールを定義した構成ファイルをリストから選択します。
b. 「制約」リストから「ノード・プール」または「リソース・プール」を選択します。
c. リソース・プールを指定している場合は、そのリソース・プールの「タイプ」を選択します。
d. 実行を制限するプールの名前を選択します。
e. さらにプールを指定する場合は、a から d までのステップを繰り返します。
3. ステージを実行するノードのノード・マップを定義するには、次のようにします。
a. 「ノード・マップの制約」を選択します。
b. テキスト・フィールドで、実行を制限するノードの名前を入力するか、または、参照します。
4. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じるか、あるいは、別のページまたはタブを選択し
て開きます。

パーティション方式またはコレクション方式の指定
処理する前に、データを収集またはパーティション化する方法を指定することができます。

データのパーティション
このタスクについて
ステージをパラレル・モードで実行している場合、データはパーティションで処理されます。デフォルト
で、パーティション方式は「自動」に設定されています。このデフォルトの動作はオーバーライドできま
す。

手順
1. 「入力」ページの「パーティション」タブを開きます。
2. リストからパーティション方式を選択します。
オプション

説明

(自動)

InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノ
ードの数によって、最良のパーティション方式を決定しま
す。これが、ほとんどのステージのデフォルトのパーティ
ション方式です。

第 6 章 データ処理

533

オプション

説明

DB2

特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式を
とります。追加のプロパティーを設定する必要がありま
す。「プロパティー」ボタンをすると、それらのプロパテ
ィーが表示されます。

すべて

書き込み先の各ファイルが、データ・セット全体を受け取
ります。

ハッシュ

レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列
(複数可) の値に基づいて、パーティションにハッシュさ
れます。

モジュラス

レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列の
モジュラス関数を使用してパーティション化されます。こ
れは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用
される方法です。

ランダム

レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダム
にパーティション化されます。

ラウンドロビン

レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベー
スでパーティション化されます。

同じ

元のパーティションがそのまま維持されます。

範囲

1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セ
ットがほぼ等しいサイズのパーティションに分割されま
す。これはデータ・セットに全ソートを実行する際の前処
理としてよく用いられる方法です。追加のプロパティーを
設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリ
ックして、それらのプロパティーにアクセスしてくださ
い。

3. ハッシュ・パーティション方式またはモジュラス・パーティション方式を選択した場合は、「利用可
能」リストから 1 つ以上の列をクリックしてキーを指定します。選択した列 (複数可) が「選択済み」
リストに表示されます。

データのコレクティング
collecting メソッドを指定できます。

このタスクについて
ステージを順次に実行している場合、ジョブの直前のステージがパラレルで実行されていると、書き込み前
にデータが収集されます。デフォルトで、コレクション方式は「自動」に設定されています。このデフォル
トの動作はオーバーライドできます。

手順
1. 「入力」ページの「パーティション」タブを開きます。
2. リストからコレクション方式を選択します。
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オプション

説明

(自動)

これは Sequential File ステージのデフォルトのコレクシ
ョン方式です。通常、「自動」モードを使用している場
合、InfoSphere DataStage はいずれかの入力パーティショ
ンの行が使用可能になり次第、その行を読み取ります。

順番に処理

まず最初のパーティションからすべての行を読み取り、次
に 2 番目のパーティションからすべての行を読み取り、
以降のパーティションも同様に処理します。

ラウンドロビン

最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパー
ティションからも順番に 1 つずつ行を読み取っていきま
す。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初の
パーティションから処理を開始します。

ソート・マージ

行の 1 つ以上の列に基づいた順序で、行を読み取りま
す。この場合、「利用可能」リストからコレクション・キ
ー列を選択する必要があります。

3. ソート・マージ・コレクション方式を選択した場合は、「利用可能」リストから 1 つ以上の列をクリッ
クしてコレクション・キーを指定します。選択した列 (複数可) が「選択済み」リストに表示されま
す。

ソート処理の指定
このステージがデータを処理する前にデータをソートするように指定することができます。「入力」ページ
の「パーティション」タブでソート処理を指定すると、データがこのステージに入ったときにソートされま
す。

始める前に
自動パーティション方式を使用している場合は、データをソートできません。

このタスクについて
ソート・キーとして機能させる入力データ列を 1 つ以上指定してください。この処理では、キー列および
関連する行を指定された英数字順にソートします。より複雑なソート処理が必要な場合は、Sort ステージ
を使用できます。

手順
1. 「ソートの実行」を選択します。
2. 前回ソートしたデータ・セットを保存するには、「ステーブル」を選択します。
3. 同一のソート・キー値を持つ行が複数存在する場合に、1 行のみを保存するよう指定するには、「ユニ
ーク」を選択します。「ステーブル」も選択すると、最初の行が保持されます。
4. 「利用可能」リストから 1 つ以上の列を選択して、「選択済み」リストに移動します。これらの列がソ
ート・キーになります。
5. 「選択済み」リストの各キー列を右クリックして、以下のオプションのいずれかを選択します。
オプション

説明

ソート順

必要に応じて「昇順」または「降順」を選択します。

大/小文字の区別

「大/小文字の区別」または「大/小文字を区別しない」を
選択します。
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オプション

説明

EBCDIC としてソート

文字を ASCII ではなく EBCDIC としてソートする場合
はこのオプションを選択します。

NULL の位置

ソートしたときに NULL 値を先頭にするか末尾にするか
を指定するには、「最初」または「最後」を選択します。

使用法

キー・パーティション方式を使用している場合には、現行
列をソート・キーとして使用するか、パーティション・キ
ーとして使用するか、または両方に使用するかを指定でき
ます。

6. 各国語サポートを有効にしている場合、ソート・ボックスのプロパティー・ボタンをクリックして、
「ソート・プロパティー」ウィンドウの「NLS ロケール」タブを開きます。現行の照合規則のデフォル
トを表示したり、必要に応じて別の照合規則を選択したりできます。
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第 7 章 データのクレンジング
パレットのデータ品質セクション内のステージを使用してデータを浄化することができます。
データ品質ステージについては、InfoSphere QualityStage ジョブのデータ・クレンジングを説明するドキュ
メンテーションに詳細に記述されています。

© Copyright IBM Corp. 2001, 2014
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第 8 章 データのリストラクチャリング
パレットの再構成セクション内のステージを使用して、複雑なデータの再構成ができます。

Column Import ステージ
Column Import ステージは再構成ステージです。このステージは 1 つの列からデータをインポートし、1
つ以上の列に出力します。
Column Import ステージは再構成ステージです。このステージには、1 つの入力リンク、1 つの出力リン
ク、1 つのリジェクト・リンクを設定できます。このステージは、 556 ページの『Column Export ステー
ジ』で説明している Column Export ステージと補完関係にあります。
Column Import ステージは 1 つの列からデータをインポートし、1 つ以上の列に出力します。通常、1 つ
のデータ列に到着したデータを固定長にしたり、複数の列に分割したりするために使用します。データは固
定幅になるか、または何らかの方法で区切られるので、どこで分割するかを Column Import ステージに指
示します。入力列はストリングまたはバイナリー・データでなければなりません。出力列には任意のデー
タ・タイプを使用できます。
インポート表定義を指示し、ターゲット列とそのタイプを指定します。これによって、インポート列から出
力列にデータが書き込まれる順序も決定されます。入力列のフォーマットに関する情報 (例えば、どのよう
に区切られているか) は、「出力」ページ・フォーマット」タブで指定します。オプションで、リジェク
ト・レコードを保存でき、リジェクト・リンクに書き込めます。リジェクト・レコードとはインポートがリ
ジェクトされたレコードのことです。
列のインポートに加えて、他の列をステージをそのまま通過させて渡すこともできます。したがって、例え
ば、キー列をそのまま直接渡すことができます。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Column Import ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Column Import ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作を
説明します。
この例で、Column Import ステージは、16 バイトの生データ・フィールドからデータを抽出し、4 つの
integer タイプの出力フィールドに出力します。入力データ・セットには、ステージを通過するだけの列も
含まれます。この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。メタデータは次のとおりで
す。
表 80. Metadata
列名

キー

SQL タイプ

keycol

はい

Char

col_to_import

Binary

入力データ・セットの行は次のとおりです。
Keycol col_to_import
a

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

b

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

c

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

d

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

e

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

f

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

g

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

h

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

i

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

j

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

インポート表の定義は、「出力」ページの「列」タブか、スキーマ・ファイルで指定できます。この例で
は、次のような定義を使用します。
表 81. 表定義のインポート
列名

キー

SQL タイプ

keycol

はい

Char

col1

Integer

col2

Integer

col3

Integer
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表 81. 表定義のインポート (続き)
列名
col4

キー

SQL タイプ
Integer

インポートされるデータをどのように処理して、必要な列に分割すべきかという情報を InfoSphere
DataStage に指定する必要があります。これは、「出力」ページの「フォーマット」タブで行います。ここ
では、バイナリー・データ形式を指定して col_to_import の内容がバイナリー整数として解釈されるように
するとともに、データのフィールド区切り文字として「なし」を設定します。

図 26. 「フォーマット」タブ

Column Import ステージの「プロパティー」は、次のように設定します。
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図 27. 「プロパティー」タブ

出力データ・セットは次のようになります。
表 82. 出力データ・セット
col1

col2

col3

col4

key

0

0

0

0

a

16843009

16843009

16843009

16843009

b

33686018

33686018

33686018

33686018

c

50529027

50529027

50529027

50529027

d

67372036

67372036

67372036

67372036

e

84215045

84215045

84215045

84215045

f

101058054

101058054

101058054

101058054

g

117901063

117901063

117901063

117901063

h

134744072

134744072

134744072

134744072

i

151587081

151587081

151587081

151587081

j

Column Import ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Column Import ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Column Import ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
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手順
1. 「ステージ」ページの 「プロパティー」タブの「入力」カテゴリーに移動します。
2. インポートする列を指定します。「出力」カテゴリーで次のように実行します。
a. 列指定方式を選択します。デフォルトでは、これは「明示指定」で、出力列を宛先として明示的に選
択して指定することを意味します。また、スキーマ・ファイルを指定する代替手段もあります。
b. 「明示指定」方式を使用している場合、インポートされた入力列を入れる出力列を選択します。「イ
ンポート先列」プロパティーを反復して、必要なすべての列を指定します。
c. 「スキーマ・ファイル」方式を選択した場合は、出力列の詳細を定めるスキーマ・ファイルを指定す
る必要があります。
3. 「出力」ページの「フォーマット」タブ で、インポートする列のフォーマットを指定します。これは、
InfoSphere DataStage にデータ・フォーマットに関する情報を提供し、単一の列を複数列に分割できる
ようにします。
4. 「出力」ページの「マッピング」タブで、入力列が出力列に想定どおりにマッピングされていることを
確認します。マッピングは、「プロパティー」タブの指定に従って実行されます。

Column Import ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Column Import ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Column Import ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 83. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

入力/インポート
入力列

入力列

N/A

はい

いいえ

N/A

出力/列指定方式

明示指定/スキー
マ・ファイル

明示指定

はい

いいえ

N/A

出力/インポート
先列

出力列

N/A

Y (「列指定方
式」=「明示指
定」の場合)

はい

N/A

出力/スキーマ・
ファイル

パス名

N/A

いいえ
Y (「列指定方
式」=「スキー
マ・ファイル」の
場合)

N/A

オプション/入力
列を保持

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

継続 (警告)/出力/
失敗

続行

いいえ

いいえ

N/A
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Column Import ステージ: 「入力」カテゴリー:
Column Import ステージを使用して、1 つの列からデータをインポートし、そのデータを 1 つ以上の列に
出力します。
インポート入力列
インポートするストリング・データまたはバイナリー・データを含んでいる列の名前を指定します。
Column Import ステージ: 「出力」カテゴリー:
「出力」カテゴリーを使用して、Column Import ステージの処理方法を指定します。
列指定方式
インポート先列を「出力」ページの「列」タブの列定義から取得するか (明示指定)、スキーマ・ファイル
から取得するか (スキーマ・ファイル) を指定します。
インポート先列
出力列を指定します。この列のメタデータによって、インポート列が変換されるタイプが決まります。複数
の列を指定する場合は、このプロパティーを反復します。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックス
を使用して、一度に複数の列を選択することができます。列ごとのプロパティーは、「列メタデータ編集」
ダイアログ・ボックスの「パラレル」タブを使用して、指定できます (「出力」ページの「列」タブの列グ
リッドのショートカット・メニューからもアクセスできます)。指定するインポート先列の順序は、「列」
タブでの順序と一致していなければなりません。
スキーマ・ファイル
出力列定義を使用してソースのデータ・タイプの詳細を指定するかわりに、スキーマ・ファイルを使用でき
ます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイルが一致する必要がありま
す)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。
Column Import ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Column Import ステージの処理方法を指定します。
「入力列を保持」。
オリジナル入力列をインポートして変換し、さらに、変更せずに出力データ・セットに転送するかどうかを
指定します。デフォルトは「偽」です。
リジェクト・モード
このプロパティーの値は次のアクションを指定します。
v 「失敗」。インポートをリジェクトされたレコードが検出された場合、ステージは失敗します。
v 「出力」。ステージは、リジェクト・レコードを検出しても処理を続行し、そのレコードをリジェク
ト・リンクに書き込みます。
v 「続行」。 ステージは処理を続行し、ログ・ファイルに障害を記録します。
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Column Import ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Column Import ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Column Import ステージには 1 つの入
力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Column Import ステージには 1 つの入
力データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、イン
ポートの前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定
義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Column Import ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの
全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Column Import ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データをインポートする前にそのデータをパーティション化または収集
する方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
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Column Import ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式に
よってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Column Import ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Column Import ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Column Import ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Column
Import ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Column Import ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モ
ードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり
次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
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v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、インポートするよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できま
せん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Column Import ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Column Import ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステー
ジのタブでは、説明 (省略可能)、列データのフォーマット設定に関する詳細、および入力される列と出力
列との関係を指定できます。出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更したり、列定義を表示し
たりできます。
「出力」ページでは、Column Import ステージからの出力データの詳細を指定できます。Column Import ス
テージの出力リンクは 1 つだけです。ただし、リジェクトされたレコードを処理する 1 つのリジェクト・
リンクを指定することもできます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「フォーマット」タブでは、インポ
ートする列のデータのフォーマット設定に関する詳細を指定できます。ステージはその情報を使用して、デ
ータを列に分割します。「列」タブでは、データの列定義を指定します。「マッピング」タブでは、
Column Import ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。「高度」タブでは、出力リンク
のデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Column Import ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
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出力リンクの「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブで、インポートする列のフォーマットに関する情報を指定できます。
「フォーマット」タブは、読み取るフラット・ファイルのフォーマットを記述する場合と同じように使用し
ます。このタブは、「プロパティー」タブと類似したフォーマットになっています。
個別のプロパティーを変更するには、メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定する
プロパティーを「追加可能なプロパティー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その
後、「プロパティー値」ボックスでプロパティーの値を設定できます。マウス・ポインターを移動して選択
可能なプロパティーに合わせると、各プロパティーのポップアップ・ヘルプが表示されます。
このタブで設定したすべてのプロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで個々の列のプ
ロパティーを設定することにより、列レベルでオーバーライドできます (「列」タブを参照)。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。出力リンクには適用されません。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。InfoSphere DataStage は、ファイ
ルの読み取り時、指定された区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 InfoSphere DataStage は、ファイルの読み取り時、指定さ
れた区切り文字ストリングをスキップしながら読み取りを行います。次のダイアグラムを参考にしてく
ださい。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。
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v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「出力」タブの「スキ
ーマ・ファイル」プロパティーで指定します。このプロパティーには、次の従属プロパティーがありま
す。
– 「インタクトをチェック」。ファイルのインポート時に部分スキーマの検証を強制的に実行する場
合、このプロパティーを選択します。これによってパフォーマンスが低下する場合があることに注意
してください。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を
入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および「レコード
接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終端の 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力するか、次のど
ちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を指定するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを読み取る場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
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VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルから読み取られる列のデフォルトのプロパティーを定義します。デフォルトのプロパティーはすべ
ての列に適用されますが、「列」タブで「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して個々の列の
プロパティーを変更できます。 各列のプロパティーをオーバーライドする一般的な理由として、CSV
(comma-separated values) ファイルの読み取りが挙げられます。CSV ファイルでは、フィールド区切り文字
などの特殊文字がフィールドに含まれる可能性がある場合、そのフィールドを引用符で囲むことが多くあり
ます。このような場合、その列の Quote プロパティーをオーバーライドする必要があります。
文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有
効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「実フィールド長」。フィールドの長さが「NULL フィールド長」プロパティーの設定と等しい場合に
スキップする実際のバイト数を指定します。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。InfoSphere DataStage は、この区切り文字をスキップしながら読み取りを行います。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終端のストリングを指定します。1 つ以上の文字を入力し
ます。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コンマとスペ
ース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しないかぎり、
フィールドは「, 」で区切られます。 InfoSphere DataStage は読み取り時、区切り文字ストリングをスキ
ップしながら読み取ります。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドを読
み取る場合、ソース・フィールドの NULL フィールド長に長さが設定されていると、そのフィールドに
NULL が含まれることを示します。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用でき
ません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに入れられる
値を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できま
す。例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、また
は ¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合
には、必ずこの形式を使用します。
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このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
列に含めることができる、NULL を表す NULL 値のリストを指定できます。このためには、従属する
「NULL フィールド値区切り文字」プロパティーに区切り文字を指定し、この区切り文字を使用して
「NULL フィールド値」プロパティーの NULL 値を区切ります。例えば、「NULL フィールド値区切
り文字」の設定にスラッシュ文字を含め、NULL/null/NUL/nul と指定すれば、これらのストリングのどれ
もが、その列内で NULL 値を表すことを指定できます。
v NULL フィールド値セパレーター
これは「NULL フィールド値」の従属プロパティーです。「NULL フィールド値」プロパティーで使用
できるセパレーターを指定して、NULL 値を表す値の範囲を指定できます。数値、ストリング、または
文字タイプのリテラル・エスケープ文字を (「NULL フィールド値」の場合と同様) 区切り文字として
指定できますが、コンマ (,) またはスラッシュ (/) 文字などの単一の文字が推奨されます。区切り文字を
指定する必要があるのは、「NULL フィールド値」に複数の値を指定する場合のみです。区切り文字を
指定したのに使用しないと、実行時エラーになります。
v 「接頭部のバイト」。このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切
り文字で区切られるか、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きま
す。InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この接頭部は、ファイルから読み取られ
るデータ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは、ジョブのデバッグ時に使用されるためのものです。
InfoSphere DataStage で読み取るすべてのフィールドのメッセージを作成する場合に設定します。メッセ
ージのフォーマットは次のとおりです。
インポートしています N: D

ここで、
– N はフィールド名です。
– D はインポートされたフィールドのデータです。D に印字不能文字が含まれている場合、その文字
は、先頭にエスケープ文字が付加され、C ストリング・リテラルとして書き込まれます。フィールド
にバイナリー・データが含まれる場合、8 進形式で出力されます。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
読み取り時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字と末尾の引用文字は無視して、その間に含まれるす
べてのバイトを読み取ります。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
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を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、長さの接頭部を読み取りますが、この
接頭部は、データ・セット内の独立したフィールドとしては見なされません。デフォルトでは、接頭部
の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– date データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを読
み取ることを指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式
を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
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– time データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
v 「埋め込み文字」。このプロパティーは出力リンクの場合は無視されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。出力リンクの場合は関係ありません。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。ASCII 文字を EBCDIC 文字として読み取るよう指定する
場合に選択します。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
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v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数フィールドにパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定
します (デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「チェック」。「はい」を選択すると、データがパック化されているかどうかが検証されます。「い
いえ」を選択すると検証は行われません。
「符号付き」。10 進数フィールドを読み取る際に既存の符号を使用する場合に「はい」を選択しま
す。「いいえ」を選択すると、フィールドの実際の符号の値に関係なく正の符号 (0xf) が書き込まれ
ます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。パック 10 進の精度を指定します。数値を入力します。
v 「丸め方式」。ソース・フィールドを読み取る際に、宛先の 10 進数に合うようにソース・フィールド
を丸める方式を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースのパック 10 進のスケールを指定します。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
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v 「C 言語フォーマット」。ストリングのデータを整数データまたは浮動小数点データに、デフォルト以
外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点ストリングの読み取りに使用さ
れる C 言語フォーマット・ストリングを指定します。これは sscanf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、32 ビット整数は 8 バイトの 16 進値ストリングとし
てフォーマットされます。
v 「入力フォーマット」。ストリングのデータを整数または浮動小数点のデータに変換する際に使用され
るフォーマット・ストリング。これは sscanf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C
の sscanf() 関数を呼び出して、ストリングとしてフォーマットされている数値フィールドを整数または
浮動小数点データに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「入力フォーマ
ット」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sscanf() に渡すことができます。
v 「出力フォーマット」。このプロパティーは出力リンクの場合は関係ありません。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。デフォ
ルトは %hh-%mm-%ss です。フォーマットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してく
ださい。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。フォーマットには日付ストリングと時刻ストリングのフォーマットが結合されます。 34 ページの
『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参照してください。

Column Import ステージ: 「マッピング」タブ
Column Import ステージの「マッピング」タブでは、出力列の取得方法を指定できます。
出力列の取得方法を指定できます。
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左のペインには、1 つのインポート列からステージが取得している列が表示されます。これらは、読み取り
専用で、このタブ上では変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。
このステージを使用する際には、生成された列の自動マッピングを維持できます。

Column Import ステージ: リジェクト・リンク
リジェクト・リンクを使用して、Column Import ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクの詳細は変更できません。このリンクではデータ・レコードをリジェクトするリンクの
列定義が使用されます。

Column Import ステージでの RCP の使用
ランタイム列伝搬 (RCP) を使用すると、InfoSphere DataStage でジョブの列を柔軟に定義できるようにな
ります。
プロジェクトで RCP が有効な場合は、ジョブで使用する必要な列のみの定義で済みますが、他の列をさま
ざまなステージに伝搬するように InfoSphere DataStage に指示してください。その結果、中間で明示的に
処理しなくても、そのような列をデータ・ソースから抽出してデータ・ターゲットに入力できます。
インポートされる列には固有の列定義が存在しません。このため、InfoSphere DataStage は、伝搬する必要
がある追加の列があることを常に認識できるとは限りません。「スキーマ・ファイル」プロパティーで、す
べての列を記述したスキーマを指定している場合のみ、Column Import ステージで RCP を使用できます。
列を伝搬する必要があるジョブ内の同様のステージでは、同じスキーマ・ファイルを指定する必要がありま
す。スキーマ・ファイルを指定する必要のあるステージは次のとおりです。
v 順次ファイル
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
v Column Import
v Column Export

Column Export ステージ
Column Export ステージは再構成ステージです。このステージは、データ・タイプが異なる複数の列から、
データ・タイプが Ustring、String、または Binary の 1 つの列にデータをエクスポートします。
Column Export ステージは再構成ステージです。このステージには、1 つの入力リンク、1 つの出力リン
ク、1 つのリジェクト・リンクを設定できます。
Column Export ステージは、データ・タイプが異なる複数の列から、データ・タイプが Ustring、String、ま
たは Binary の 1 つの列にデータをエクスポートします。このステージは Column Import ステージ ( 539
ページの『Column Import ステージ』を参照) の相補的なステージです。
入力データ列定義によって、列が 1 つの出力列にエクスポートされる順序が決定されます。エクスポート
される単一列の中がどのように区切られるかという情報は、「入力」ページの「フォーマット」タブで指定
します。オプションでリジェクト・レコードを保存することができます。それは、エクスポートがリジェク
トされたレコードです。
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列のエクスポートに加えて、他の列をステージをそのまま通過させて渡すこともできます。したがって、例
えば、キー列をそのまま直接渡すことができます。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Column Export ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Column Export ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作を
説明します。
この例の Column Export ステージは、3 つの入力列からデータを抽出し、そのうちの 2 つをストリング・
タイプの単一の列に出力する一方で、もう 1 つの入力はそのまま通過させます。この例では、ジョブが順
次に実行されることを想定しています。 入力データ・セットの列定義は次のとおりです。
表 84. 列定義
列名

SQL タイプ

長さ

スケール

value

Decimal

5

2

SN

SmallInt

1

code

Char

4

次に、入力データ・セットの行を示します。
表 85. 入力データ・セット
value

SN

code

000.00

0

aaaa
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表 85. 入力データ・セット (続き)
value

SN

code

001.00

1

bbbb

002.00

2

cccc

003.00

3

dddd

004.00

4

eeee

005.00

5

ffff

006.00

6

gggg

007.00

7

hhhh

008.00

8

iiii

009.00

9

jjjj

インポート表の定義は、「出力」ページ列」タブで設定します。この例では、次のような定義を使用しま
す。
表 86. 出力の列定義
列名

SQL タイプ

長さ

code

Char

4

exported_col

Char

スケール

エクスポートされるデータを単一列に結合するとき、それらのデータをどのように区切るかという情報を
InfoSphere DataStage に指定する必要があります。これは、「入力」ページの「フォーマット」タブで行い
ます。この例では、「データ・フォーマット」にテキスト、「フィールド区切り文字」にコンマ、「引用
符」タイプに二重引用符を指定します。
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図 28. 「フォーマット」タブ

Column Export ステージの「プロパティー」は、次のように設定します。

図 29. 「プロパティー」タブ

出力データ・セットは次のようになります。
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exported_co
code
("20 0 0 0.00" , "0")
aaaa
("20 0 0 1.00" , "1")
bbbb
("20 0 0 2.00" , "2")
cccc
("20 0 0 3.00" , "3")
dddd
("20 0 0 4.00" , "4")
eeee
("20 0 0 5.00" , "5")
ffff
("20 0 0 6.00" , "6")
gggg
("20 0 0 7.00" , "7")
hhhh
("20 0 0 8.00" , "8")
iiii
("20 0 0 9.00" , "9")
jjjj

Column Export ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Column Export ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Column Export ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. 「ステージ」ページの 「パーティション」タブの「入力」カテゴリーに移動します。
2. 列指定方式を選択します。デフォルトでは、これは「明示指定」で、ソースとなる入力列を明示的に選
択して指定することを意味します。また、スキーマ・ファイルを指定する代替手段もあります。
v
v
3. 「明示指定」方式を使用している場合、エクスポートされた入力列を入れる入力列を選択します。「エ
クスポート列」プロパティーを反復して、必要なすべての列を指定します。
4. 「スキーマ・ファイル」方式を選択した場合は、出力列の詳細を定めるスキーマ・ファイルを指定する
必要があります。「出力」カテゴリーで次のように実行します。
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a. 「エクスポート列タイプ」を選択します。デフォルトでは「Binary」になっていますが、
「VarChar」あるいは「Unicode VarChar」も選択できます。このプロパティーは、エクスポート先の
列のフォーマットを指定します。
b. 「エクスポート出力列」プロパティーでエクスポート先の列を指定します。
5. 「入力」ページの「フォーマット」タブで、エクスポート先の列のフォーマットを指定します。これ
は、InfoSphere DataStage に区切り文字に関する情報を提供し、複数列を区切り文字を使用して単一の
列に結合できるようにします。
6. 「出力」ページの「マッピング」タブで、入力列が出力列に想定どおりにマッピングされていることを
確認します。マッピングは、「プロパティー」タブの指定に従って実行されます。

Column Export ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Column Export ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Column Export ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 87. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

出力列

N/A

はい

いいえ

N/A

オプション/エク
Binary/
スポート列タイプ VarChar/Unicode
VarChar

Binary

いいえ

いいえ

N/A

オプション/リジ
ェクト・モード

継続 (警告)/出力

続行

いいえ

いいえ

N/A

オプション/エク
スポート列

入力列

N/A

いいえ

はい

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/エク
スポート出力列

Column Export ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Column Export ステージの処理方法を指定します。
エクスポート出力列
入力列 (複数可) のエクスポート先の単一列の名前を指定します。
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エクスポート列タイプ
Binary、VarChar (string)、あるいは Unicode VarChar (ustring) のいずれかを指定します。
リジェクト・モード
このプロパティーの値は次のアクションを指定します。
v 「出力」。ステージは、リジェクト・レコードを検出しても処理を続行し、そのレコードをリジェク
ト・リンクに書き込みます。
v 「継続 (警告)」。ステージは処理を続行し、ログ・ファイルに障害を記録します。
エクスポート列
ステージがデータを抽出する元の入力列を指定します。この列のフォーマットのプロパティーは、「入力」
ページの「フォーマット」タブで設定できます。複数の入力列を指定する場合は、このプロパティー設定を
反復します。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数の列を選択すること
ができます。指定するエクスポート列の順序は、「列」タブでの順序と一致していなければなりません。一
致しない場合、「列」タブの順序で、プロパティーの順序がオーバーライドされます。
スキーマ・ファイル
入力列定義を使用してソースのデータ・タイプの詳細を指定するかわりに、スキーマ・ファイルを使用でき
ます (ただし、「列」タブで列を定義している場合、列定義とスキーマ・ファイルが一致している必要があ
ります)。スキーマ・ファイルのパス名を入力するか、参照を使用して指定します。

Column Export ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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Column Export ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Column Export ステージには 1 つの入
力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Column Export ステージには 1 つの入
力データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、エク
スポートの前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「フォーマット」タブでは、エク
スポートする列のデータをフォーマット設定する方法の詳細を指定できます。「列」タブでは、入力データ
の列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できま
す。
Column Export ステージのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの
全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Column Export ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」」タブでは、入力データをエクスポートする前にそのデータをパーティション化または
収集する方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。この設定は、現行ステージお
よび先行ステージの実行モードと、構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティシ
ョン方式を決定しようと試みます。
Column Export ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式に
よってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Column Export ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Column Export ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Column Export ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは、Column
Export ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
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v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ列のパーティションで一般的に使用される方法です。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Column Export ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モ
ードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり
次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、エクスポートする
ように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入
力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージで
データを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択
したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用でき
ません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
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さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Column Export ステージ: 「フォーマット」タブ
「フォーマット」タブで、エクスポートする列のフォーマットに関する情報を指定できます。
「フォーマット」タブで、エクスポートする列のフォーマットに関する情報を指定できます。書き込むフラ
ット・ファイルの形式を記述する場合と同じ方法で指定します。このタブは、「プロパティー」タブと類似
したフォーマットになっています。
メイン・ツリーからプロパティー・タイプを選択してから、設定するプロパティーを「追加可能なプロパテ
ィー」ウィンドウでクリックして、ツリー構造に追加します。その後、「プロパティー値」ボックスでプロ
パティーの値を設定できます。選択可能なプロパティーにマウス・ポインターを合わせると、ポップアッ
プ・ヘルプが表示されます。
この説明では、「レコード」と「行」、「フィールド」と「列」を互いに入れ替えて考えることができま
す。
以降のセクションではプロパティー・タイプと、各プロパティー・タイプで利用できるプロパティーを示し
ます。

レコード・レベル
これらのプロパティーでは、フラット・ファイルでのデータ・レコードのフォーマットの詳細を定義しま
す。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、またはマルチバイト Unicode 文字になります (NLS
が有効な場合)。使用可能なプロパティーは、以下のとおりです。
v 「充てん文字」。ASCII 文字または 0 から 255 の範囲の値を指定します。ドロップダウン・リストか
らスペース、または NULL を選択することもできます。書き込まれたレコード内で、列の位置付けプロ
パティーによってすき間が生じる場合に、この文字を使用してすき間を埋めます。 デフォルト設定は 0
です (NULL 文字)。例えば、スペースに設定するためには、スペース文字を入力するか、または 32 を
入力することもできます。値は 1 バイトに制限されているため、マルチバイト Unicode 文字を指定でき
ないことに注意してください。
v 「最終区切り文字ストリング」。列の区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込むスト
リングを指定します。1 つ以上の文字を入力します。レコード区切り文字を使用する場合は、その前に
置きます。デフォルトの「最終区切り文字」と同時には使用できません。 例えば、「区切り文字」には
コンマを設定し、「最終区切り文字ストリング」には「, 」(コンマとスペース。かぎ括弧の入力は不要)
を設定した場合、最後のフィールド以外のフィールドはすべてコンマで区切られます。最後のフィール
ドだけは、コンマとそれに続く ASCII スペース文字で区切られます。
v 「最終区切り文字」。フィールド区切り文字の代わりに、レコードの最終列の後ろに書き込む 1 文字を
指定します。1 つの文字を入力するか、または「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「タ
ブ」、「コンマ」のいずれかを選択します。 次のダイアグラムを参考にしてください。
– 「空白」。各レコードの最終列で、レコードの末尾に付いていた空白が除去されます。
– 「最終文字」。各レコードの最終列には、フィールド区切り文字は含まれません。これはデフォルト
設定です。
– 「なし」。各レコードの最終列には、区切り文字はありません。固定幅フィールドに使用します。
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– 「NULL」。各レコードの最終列は、ASCII NULL 文字で区切られます。
– 「コンマ」。各レコードの最終列は、ASCII コンマ文字で区切られます。
– 「タブ」。各レコードの最終列は、ASCII タブ文字で区切られます。

レコードり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

nl

り

= 

フィールドり

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

,

フィールド

, nl

り

= コンマ

書き込みの際、レコードの最後のフィールド以外のすべてのフィールドの後にスペースが挿入されま
す。 これまでは、最後のフィールドの後ろにもスペースが挿入されていました (最後のフィールドの
後ろにスペースを挿入するリリース 7.5 以前の動作に戻すには、APT_FINAL_DELIM_COMPATIBLE
環境変数を設定します)。
v 「インタクト」。「インタクト」プロパティーは、部分スキーマの識別子を指定します。部分スキーマ
は、スキーマで指定された列だけをステージで変更できることを指定します。行内のその他すべての列
は、変更されずにパススルーされます。部分スキーマが入っているファイルは、「プロパティー」タブ
の「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定します。従属プロパティー「インタクトをチェック」が
ありますが、入力リンクには適用されません。
v 「レコード区切り文字ストリング」。各レコードの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以
上の文字を入力します。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レコード・タイプ」、および
「レコード接頭部」と同時には使用できません。
v 「レコード区切り文字」。各レコードの終わりに書き込む 1 文字を指定します。文字を 1 つ入力する
か、次のどちらかを選択します。
– UNIX 改行 (デフォルト)
– NULL
(DOS 改行を実装するには、「レコード区切り文字ストリング」プロパティーに「¥R¥N」を設定する
か、ショートカット・メニューから「フォーマット」 > 「DOS 改行文字」を選択してください。)
注: レコード区切り文字は、「レコード区切り文字ストリング」、「レコード接頭部」、および「レコー
ド・タイプ」と同時には使用できません。
v 「レコード長」。固定長フィールドを書き込む場合は、「固定長」を選択します。InfoSphere DataStage
によってレコードの適切な長さが計算されます。または、固定長レコードの長さをバイト数で指定しま
す。この設定はデフォルトでは使用されません (デフォルトでは、ファイルはコンマ区切りになりま
す)。0 または充てん文字が指定されている場合、0 または充てん文字を使用してレコードを指定された
長さまで埋めます。
v 「レコード接頭部」。可変長レコードの接頭部に 1、2、または 4 バイトの長さの接頭部が付くことを
指定します。デフォルトで 1 に設定されています。デフォルトである「レコード区切り文字」や、「レ
コード区切り文字ストリング」、および「レコード・タイプ」と同時には使用できません。
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v 「レコード・タイプ」。データがブロック化された可変長レコードで構成されるか (可変)、または暗黙
的なレコードで構成されるか (暗黙) を指定します。「暗黙」プロパティーを選択すると、データは明示
的レコード境界のないストリームとして書き込まれます。スキーマによって定義されるすべての列が構
文解析されたときに、レコードの終わりが推論されます。「可変」プロパティーでは、次に示す IBM の
ブロック化フォーマットまたはスパン・フォーマットのいずれか 1 つを指定できます。V、
VB、VS、VBS、または VR。データはこれらのフォーマットのいずれかを使用してインポートされま
す。これらのフォーマットはエクスポート用には利用できません。
このプロパティーは「レコード長」、「レコード区切り文字」、「レコード区切り文字ストリング」、
および「レコード接頭部」と同時には使用できません。また、デフォルトでは使用されません。

フィールド・デフォルト
ファイルに書き込まれる列のデフォルトのプロパティーを定義します。これらのプロパティーは書き込まれ
るすべての列に適用されますが、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「列」タブを使用して、列
の設定を個別にオーバーライドすることができます。文字を入力する場合、文字は通常 ASCII 文字、また
はマルチバイト Unicode 文字になります (NLS が有効な場合)。 使用できるプロパティーは次のとおりで
す。
v 「実フィールド長」。フィールドが NULL と識別された場合に、充てん文字で埋めるバイト数を指定し
ます。 InfoSphere DataStage は、NULL フィールドを識別すると、この長さのフィールドを、充てん文
字で埋めて書き込みます。これは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「区切り文字」。レコードに含まれるすべてのフィールドの末尾の区切り文字を指定します。ASCII 文
字を入力するか、「空白」、「最終文字」、「なし」、「NULL」、「コンマ」、または「タブ」のいず
れかを選択します。
– 「空白」。列の最後の空白文字は無視され、列の一部として扱われません。
– 「最終文字」。フィールドの終了を区切りとします。すなわち、独立した区切り文字はありません。
これは、「なし」の設定と同じではありません。「なし」は、固定幅列のフィールドに使用されま
す。
– 「なし」。区切り文字なし (固定長に使用されます)。
– 「NULL」。ASCII NULL 文字が使用されます。
– 「コンマ」。ASCII コンマ文字が使用されます。
– 「タブ」。ASCII タブ文字が使用されます。
v 「区切り文字ストリング」。各フィールドの終わりに書き込むストリングを指定します。1 つ以上の文
字を入力します。これは、デフォルトの「区切り文字」と同時には使用できません。例えば、「, 」(コ
ンマとスペース - かぎ括弧は入力する必要はありません) を指定すると、個別のフィールドを変更しな
いかぎり、フィールドは「, 」で区切られます。
v 「NULL フィールド長」。NULL を含む可変長フィールドの長さ (バイト単位)。可変長フィールドが書
き込まれる場合、InfoSphere DataStage は、フィールドに NULL が含まれると、NULL フィールド長の
長さ値を書き込みます。このプロパティーは、「NULL フィールド値」と同時には使用できません。
v 「NULL フィールド値」。ソースが NULL に設定されている場合に、NULL フィールドに書き込む値
を指定します。数値、ストリング、または C 言語タイプのリテラル・エスケープ文字を指定できます。
例えば、バイト値は、¥ooo (o はそれぞれ 8 進数字の 0 から 7 で、先頭の o は 4 より小)、または
¥xhh (h はそれぞれ 16 進数字の 0 - F) で表せます。印刷不可能なバイト値をエンコードする場合に
は、必ずこの形式を使用します。
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このプロパティーは、「NULL フィールド長」および「実フィールド長」と同時には使用できません。
固定幅データ表現の場合には、「埋め込み文字」(「タイプ・デフォルト」の「全般」セクション) を使
用して、指定した値がフィールドの固定幅より短い場合に末尾に繰り返す文字を指定できます。
NULL フィールド値には、NULL フィールド値セパレーターという名前のサブプロパティーがありま
す。これは、出力データ用であり、入力リンクに属する「フォーマット」タブでは無視するべきです。
v 「接頭部のバイト」。データ・ファイルの各列に、列の長さまたはタグ付きフィールドのタグ値がバイ
ナリー値で入っている 1、2、または 4 バイトの接頭部を付けることを指定できます。
このオプションは可変長フィールドに使用できます。可変長フィールドは、区切り文字で区切られる
か、またはフィールド長が設定された 1、2、または 4 バイトの接頭部が付きます。InfoSphere
DataStage は、各フィールドの前に接頭部を挿入します。
このプロパティーは、デフォルトとして使用される「区切り文字」、「引用符」、および「最終区切り
文字」プロパティーなどと、同時には使用できません。
v 「フィールドに記入」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「引用符」。可変長フィールドを単一引用符、二重引用符、あるいは別の文字または文字のペアで囲む
よう指定します。「単一」または「二重」を選択するか、文字を入力します。デフォルトでは二重引用
符に設定されています。
書き込み時、InfoSphere DataStage は先頭の引用文字、データ、末尾の引用文字の順で挿入します。引用
文字はフィールド長にはカウントされません。
v 「ベクトルの接頭部」。可変長ベクトルを含んでいるフィールドに対して、ベクトルのエレメント数が
入っている 1 バイト、2 バイト、または 4 バイトの接頭部を指定します。個別のベクトルのデフォル
トの接頭部を変更できます。
可変長ベクトルは、ベクトル内のエレメントの数を指定するために、ベクトルの接頭部または別のフィ
ールドへのリンクを使用する必要があります。可変長ベクトルが接頭部を持つ場合、このプロパティー
を使用して接頭部の長さを示します。 InfoSphere DataStage は、エレメント数を各可変長ベクトル・フ
ィールドの接頭部として挿入します。デフォルトでは、接頭部の長さは 1 バイトとみなされます。

タイプ・デフォルト
これらのプロパティーは特に列レベルでオーバーライドされないかぎり、特定のデータ・タイプに属するす
べての列に適用されます。プロパティーは、データ・タイプに従って多数のサブグループに分割されます。
全般
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、複数のデータ・タイプに適用されま
す。
v 「バイト・オーダー」。マルチバイト・データ・タイプの順序を指定します (string データ・タイプと
raw データ・タイプは除外)。次の中から選択します。
– 「リトル・エンディアン」。上位バイトが右側になります。
– 「ビッグ・エンディアン」。上位バイトが左側になります。
– 「マシンに依存」。マシンのネイティブ・フォーマットの定義に従います。これはデフォルトです。
v 「データ・フォーマット」。フィールドのデータ表示フォーマットを指定します。 string、ustring、およ
び raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。また、string でも raw でもない 1
つ以上のフィールドを含む record、subrec、または tagged フィールドにも適用されます。 次の中から選
択します。
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– バイナリー
– テキスト (デフォルト)
「バイナリー」の設定は、適用するデータ・タイプに応じて異なる意味を持ちます。
– decimal の場合、バイナリーはパックを意味します。
– それ以外の数値データ・タイプの場合、バイナリーは「テキストでない」ことを意味します。
– date の場合、バイナリーは日付フィールドに対する「ユリウス日」プロパティーの指定と同じです。
– time の場合は、バイナリーは midnight_seconds と同じです。
– timestamp の場合、バイナリーの設定は、最初の整数部で、タイム・スタンプの日付部分をユリウス日
に換算した値を示し、2 番目の整数部で、タイム・スタンプの時刻部分を午前 0 時からカウントした
秒数で示すように指定します。バイナリーの timestamp の指定では、32 ビット整数が 2 つ書き込ま
れます。
デフォルトでデータは次のようにテキスト形式になります。
– 日付データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースの日付が入ったデータを書
き込むよう指定します。この場合の形式は、%yyyy-%mm-%dd か、NLS システムで新しい日付形式を
定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照)。
– decimal データ・タイプの場合、そのフィールドはストリング・フォーマットの 10 進数で表現されま
す。10 進数には先行スペースまたは「-」が付き、スケールがゼロでない場合には小数点も用いられ
ます。宛先ストリングのフォーマットは、[+ | -]ddd.[ddd] のようになります。精度とスケールの引数
は無視されます。
– 数値 フィールド (int8、int16、int32、uint8、uint16、uint32、sfloat、および dfloat) の場合、InfoSphere
DataStage は数値フィールドをテキストで表現するものと見なします。
– 時間データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、そのフィールドでは時間をテキスト・ベース
形式で表現するよう指定されます。この場合の形式は、%hh:%nn:%ss か、NLS システムで新しい日
付形式を定義している場合はそのデフォルトの日付形式になります (「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage グローバリゼーション・ガイド 各国語サポート・ガイド」を参照)。
– timestamp データ・タイプの場合、設定をテキストにすると、テキスト・ベースのタイム・スタンプ
を、%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合
はそのデフォルトの日付形式で表現するよう指定されます。
v 「フィールド最大幅」。ストリングとして表される列の最大バイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、長さを正
確に計算できます。可変長文字セットを使用している場合は、フィールドに適切な最大幅を計算しま
す。 date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
v 「フィールド幅」。ストリングとして表されるフィールドのバイト数。数値を入力します。これは、数
値をテキストとして保管している場合に便利です。固定幅文字セットを使用している場合は、バイト数
を正確に計算できます。可変長エンコードの場合、可変幅文字の幅と頻度を基にして計算します。
date、time、timestamp、および raw を除くすべてのデータ・タイプのフィールドに適用されます。
record、subrec、または tagged では、date、time、timestamp、および raw タイプのフィールドが少なく
とも 1 つ含まれる場合、適用されません。
「フィールド幅」と「フィールド最大幅」のどちらも指定しないと、テキストとして書き込まれる数値
フィールドの最大幅は次のバイト数に設定されます。
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– 8 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 4 バイト
– 16 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 6 バイト
– 32 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 11 バイト
– 64 ビットの符号付きまたは符号なし整数の場合: 21 バイト
– 単精度浮動小数の場合: 14 バイト (符号、数字、小数点、7 桁の小数部、「E」、符号、2 桁の指数)
– 倍精度浮動小数の場合: 24 バイト (符号、数字、小数点、16 桁の小数部、「E」、符号、3 桁の指数)
重要: Unicode 文字列を使用している場合は、フィールド長をバイトで計算し、その値を Field Width 列
プロパティーに指定する必要があります。
v 「埋め込み文字」。ストリングまたは数値を外部ストリング表現に書き込む際に使用される埋め込み文
字を指定します。文字 (string の場合は 1 バイト。ustring の場合はマルチバイトが可能) を入力する
か、NULL またはスペースを選択します。外部ストリング表現が、書き込まれたフィールドの本来のサ
イズより大きい場合に、埋め込み文字が使用されます。この場合、外部ストリングの長さがいっぱいに
なるまで埋め込み文字が埋められます。スペースがデフォルトです。string、ustring、および数値デー
タ・タイプに適用されます。また、このタイプのフィールドを 1 つ以上含む record、subrec、または
tagged タイプにも適用されます。
v 「文字セット」。文字セットを指定します。「ASCII」または「EBCDIC」を選択します。デフォルトは
ASCII です。raw および ustring を除くすべてのデータ・タイプに適用されます。また、raw または
ustring 以外のフィールドを含まない record、subrec、または tagged タイプにも適用されます。
String
これらのプロパティーは、列レベルでオーバーライドされないかぎり、string データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「EBCDIC を ASCII としてエクスポート」。EBCDIC 文字を ASCII 文字として書き込むよう指定す
る場合に選択します。string データ・タイプのフィールドに適用されます。また、record、subrec、また
は tagged フィールドにこのタイプのフィールドが少なくとも 1 つ含まれる場合にも適用されます。
v 「ASCII を EBCDIC としてインポート」。入力リンクの場合は関係ありません。
Decimal
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、10 進数データ・タイプの列に適用さ
れます。
v 「すべてゼロを許可」。すべてがゼロのパック 10 進数列 (通常は不正) をゼロの有効な表記として扱う
かどうかを指定します。「はい」または「いいえ」を選択します。デフォルトは「いいえ」です。
v 「小数点」。小数点として機能する ASCII 文字を指定します (デフォルトはピリオド)。
v 「パック」。10 進数列の内容を指定するオプションを次の中から選択します。
– 「はい」。選択すると、10 進数列にパック 10 進数フォーマットのデータが入ることを指定します
(デフォルト)。次のサブプロパティーが含まれています。
「確認」。データがパックであることを検証する場合は「はい」、検証しない場合は「いいえ」を選
択します。
「符号付き」。10 進数列の書き込み時に既存の符号を使用する場合は「はい」を選択します。「いい
え」を選択すると、列の実際の符号値に関係なく、正符号 (0xf) が書き込まれます。
– 「いいえ (分離)」。独立した符号バイトを持つアンパック 10 進数が入ることを指定します。これに
は、次のサブプロパティーがあります。
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「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (ゾーン)」。ASCII または EBCDIC テキスト形式のアンパック 10 進数が入ることを指定
します。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
– 「いいえ (オーバーパンチ)」。フィールドの先頭または末尾のバイトに、そのバイト自体の数値と、
フィールド全体の数値の符号が負か正かという 2 つの情報を示す 1 文字が設定されることを指定し
ます。これには、次のサブプロパティーがあります。
「符号位置」。必要に応じて先頭または末尾を選択します。
v 「精度」。10 進数列がテキスト・フォーマットで書き込まれる場合の精度を指定します。数値を入力し
ます。10 進数をストリング表記で書き込むとき、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数フィール
ドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先のストリングの長さを判別します。「精度」およ
び「スケール」プロパティーは、このデフォルトをオーバーライドします。これらが定義されている場
合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、宛先ストリ
ングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、InfoSphere DataStage
は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で指定されたサイズに
適合させます。
v 「丸め方式」。10 進数列を書き込む際に値を丸める方法を指定します。次の中から選択します。
– 「切り上げ」。ソース列を正の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Up モードに相当します。例えば、1.4 は 2 に、-1.6 は -1 になります。
– 「切り捨て」。ソース列を負の無限方向に向かって切り捨てます。このモードは、IEEE 754 Round
Down モードに相当します。例えば、1.6 は 1 に、-1.4 は -2 になります。
– 「近似値」。ソース列を表現可能な最も近い値に丸めます。このモードは、COBOL ROUNDED モー
ドに相当します。例えば、1.4 は 1 に、1.5 は 2 に、-1.4 は -1 に、-1.5 は -2 になります。
– 「ゼロ方向に切り捨て」。これはデフォルトです。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端
の小数桁より右の小数桁を破棄します。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨
てられます。宛先が 10 進数でスケールが小さくなる場合、宛先 10 進数のスケール・サイズに合わ
せて切り捨てられます。このモードは、COBOL INTEGER-PART 関数に相当します。この方式で 1.6
は 1 に、-1.6 は -1 になります。
v 「スケール」。ソースの 10 進数の精度とスケールが書き込み先よりも大きい場合に、ソースの 10 進
数を丸める方法を指定します。デフォルトで、ソースの 10 進数をストリング表記で書き込むとき、
InfoSphere DataStage はソースの 10 進数フィールドに定義されている精度とスケールを使用して、宛先
のストリングの長さを判別します。デフォルトは、精度とスケールのプロパティーによってオーバーラ
イドできます。その場合、InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込み
を行って、宛先ストリングのサイズに適合させます。フィールド幅プロパティーも指定している場合、
InfoSphere DataStage は、ソースの 10 進数に対して切り捨てまたは埋め込みを行って、フィールド幅で
指定されたサイズに適合させます。
Numeric
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、integer タイプおよび float タイプの
フィールドに適用されます。
v 「C 言語フォーマット」。整数または浮動小数点タイプのデータをストリングのデータに、デフォルト
以外の方法で変換します。このプロパティーでは、整数または浮動小数点のストリングを書き込む際に
使用される C 言語の形式ストリングを指定します。これは sprintf() に渡されます。例えば、%x の C
言語形式、およびフィールド幅 8 を指定すると、整数は 8 バイトの 16 進値ストリングになります。
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v 「入力フォーマット」。このプロパティーは入力リンクの場合は関係ありません。
v 「出力フォーマット」。整数または浮動小数点のデータをストリングに変換する際に使用されるフォー
マット・ストリング。これは sprintf() に渡されます。デフォルトで、InfoSphere DataStage は C の
sprintf() 関数を呼び出して、整数または浮動小数点のデータとしてフォーマットされている数値フィール
ドをストリングに変換します。この関数が、期待した形式データを出力しない場合、「出力フォーマッ
ト」プロパティーを指定して、フォーマット引数を sprintf() に渡すことができます。
Date
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、date データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「開始日付」。指定された日からの日数を含んだ符号付き整数として日付が書き込まれます。日付を
%yyyy-%mm-%dd の形式か、NLS システムで新しい日付形式を定義している場合はそのデフォルトの日
付形式 (「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage グローバリゼーション・ガイド」を参照) で入力
します。
v 「フォーマット・ストリング」。日付のストリング・フォーマット。デフォルトでは、%yyyy-%mm-%dd
です。フォーマットの詳細については、 34 ページの『日付形式』を参照してください。
v 「ユリウス日」。ユリウス日を含む数値として日付を書き込むよう指定する場合に、これを選択しま
す。ユリウス日は、西暦紀元前 4713 年 1 月 1 日の 12:00 (正午) (GMT) からの日数として日付を指定
します。
Time
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、time データ・タイプの列に適用され
ます。これらはすべて、テキストのデータ・フォーマット設定と互換性がありません。
v 「フォーマット・ストリング」。時間をストリングとして表す列のフォーマットを指定します。フォー
マットの詳細については、 38 ページの『時刻形式』を参照してください。
v 「午前 0 時からの経過秒数」。直前の午前 0 時からの経過秒数を表すバイナリーの 32 ビット整数と
して時間を書き込むよう指定する場合に、これを選択します。
Timestamp
これらのプロパティーは列レベルでオーバーライドされないかぎり、timestamp データ・タイプの列に適用
されます。
v 「フォーマット・ストリング」。タイム・スタンプをストリングとして表す列のフォーマットを指定し
ます。デフォルトは %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。フォーマットには日付ストリングと時刻スト
リングのフォーマットが結合されます。 34 ページの『日付形式』および 38 ページの『時刻形式』を参
照してください。
Column Export ステージ: 「出力」ページ:
「出力」ページでは、Column Export ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Column Export ステージの出力リンクは 1 つだけです。ただし、リジェクトされたレコードを処理する 1
つのリジェクト・リンクを指定することもできます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Column Export ステージに入力される列と出力列との関係を指定で
きます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
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Column Export ステージのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Column Export ステージ: 「マッピング」タブ
Column Export ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出
力列にマッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには入力列に加えて、指定された入力列をステージがエクスポートする先の複合列が表示されま
す。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。
残りの列はすべて、指定したエクスポート列である comp_col にエクスポートされます。必要であれば、元
の列をそのままステージから通過させることもできます。

Column Export ステージ: リジェクト・リンク
リジェクト・リンクを使用して、Column Export ステージの処理方法を指定します。
リジェクト・リンクの詳細は変更できません。このリンクでは、データ行をリジェクトするリンクの列定義
が使用されます。予期されたスキーマに一致しない行はリジェクトされます。

Column Export ステージでの RCP の使用
ランタイム列伝搬 (RCP) を使用すると、InfoSphere DataStage でジョブの列を柔軟に定義できるようにな
ります。
プロジェクトで RCP が有効な場合は、ジョブで使用する必要な列のみの定義で済みますが、他の列をさま
ざまなステージに伝搬するように InfoSphere DataStage に指示してください。その結果、中間で明示的に
処理しなくても、そのような列をデータ・ソースから抽出してデータ・ターゲットに入力できます。
「スキーマ・ファイル」プロパティー (スキーマ・ファイルを参照) で、すべての列を記述したスキーマを
指定している場合のみ、Column Export ステージで RCP を使用できます。列を伝搬する必要があるジョブ
内の同様のステージでは、同じスキーマ・ファイルを指定する必要があります。スキーマ・ファイルを指定
する必要のあるステージは次のとおりです。
v 順次ファイル
v ファイル・セット
v External Source
v External Target
v Column Import
v Column Export

Make Subrecord ステージ
Make Subrecord ステージでは、入力データ・セット内の指定したベクトルが、元のベクトルの名前とデー
タ・タイプが列に含まれるサブレコードのベクトルに結合されます。Split Subrecord ステージでは逆の処理
が実行されます。
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Make Subrecord ステージは再構成ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力
リンクを設定できます。
Make Subrecord ステージでは、入力データ・セット内の指定したベクトルが、元のベクトルの名前とデー
タ・タイプが列に含まれるサブレコードのベクトルに結合されます。サブレコードのベクトルに結合される
ベクトル列と、新しいサブレコードの名前を指定します。ベクトルおよびサブレコードの説明については、
コンプレックス・データ・タイプを参照してください。
ベクトル 1
1

0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

ベクトル 2
2

データ

0

4

ベクトル 3
3

0
ベクトル 4

4

1

データ

0

Subrec
0
1
2
3

vector1.0
vector2.0
vector3.0
vector4.0

Subrec
0
1
2
3

vector1.1
vector2.1
vector3.1
vector4.1

Subrec

Subrec

Subrec

0
1
2
3

0 vector1.3
1 vector2.3
2 vector3.3
3 pad

0 pad
1 vector2.4
2 pad
3 pad

vector1.2
vector2.2
vector3.2
vector4.2

Split Subrecord ステージでは逆の処理が実行されます。Split Subrecord ステージを参照してください。
このオペレーターによって生成されるサブレコード・ベクトルの長さは、ベクトルの生成元の最も長いベク
トル列の長さに等しくなります。サブレコードの生成に可変長ベクトル列が使用されると、サブレコード・
ベクトルも可変長になります。
結合されたベクトルの中で最も長いベクトルよりも小さなものは、デフォルト値で埋め込まれます。デフォ
ルト値は NULL 可能な列の場合は NULL、不可能な列の場合は対応するタイプに応じた値になります。
Make Subrecord ステージでベクトルの長さの不一致が検出された場合、ジョブ・ログに警告メッセージが
書き込まれます。
このステージを使用して、サブレコードのベクトルではなく、簡単なサブレコードも作成できます。入力列
がベクトルではなく単純なデータ・タイプである場合は、長さ 1 のサブレコードのベクトルが作成されま
す。これは事実上、単純なサブレコードになります。
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1

Keycol

2

Colname1

3

Colname2

4

Colname3

5

Colname4

1

Subrec

データ

データ

Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Make Subrecord ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Make Subrecord ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作
を説明します。
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この例では、Make Subrecord ステージが 4 つの入力列からデータを抽出しますが、そのうちの 3 つの列
はベクトルを含んでいます。データが出力される 2 つの列は、サブレコード内のベクトルを含んでいる列
と、ステージをそのまま通過する、ベクトルを含んでいない列です。この例では、ジョブが順次に実行され
ることを想定しています。入力データ・セットの列定義は次のとおりです。
表 88. 列定義
列名

SQL タイプ

key

Char

acol

Integer

bcol

Char

ccol

Char

.
次に、入力データ・セットからの行を示します (上付き文字はベクトル指標を示します)。
表 89. 入力データ・セット
キー

acol
0

bcol
1 2

ccol

Wills wombat bill william

D00

2206142213

Robin0Dally1Rob2RD3

G0A1

C

7600152223

Beth0Betany1Bethany2Bets3

B071

行

D

406181203

Heathcliff0HC1Hchop2Horror3

A011

行

E

20416283

Chaz0Swot1Chazlet2Twerp3

C0H1

行

F

180815283

kayser0Cuddles1KB2Ibn Kayeed3

M011

行

G

1201016213

Jayne0Jane1J2JD3

F021

行

H

1200162433

Ann0Anne1AK2AJK3

H0E1

行

I

300172823

Kath0Cath1Catherine2Katy3

0

行

J

500172023

upert0Rupe1Woopert2puss3

B0C1

行

A

12 13 4 64

行

B

行

3

0

1

2

1

H1

ステージは、入力データから作成したサブレコードを parent という 1 つの列に出力します。key という列
は別個に出力されます。出力列の列定義は次のとおりです。
表 90. 出力列の列定義
列名

SQL タイプ

key

Char

parent

Char

Make Subrecord ステージの「プロパティー」は、次のように設定します。
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図 30. 「プロパティー」タブ

出力データ・セットは次のようになります。
表 91. 出力データ・セット
キー

行

A

B

C

D

E

F

Parent
0

1

2

3

12

13

4

64

Will

wombat

bill

William

D

0

埋め込み文字

埋め込み文字

22

6

4

21

Robin

Dally

Rob

RD

G

A

埋め込み文字

埋め込み文字

76

0

52

2

Beth

Betany

Bethany

Bets

B

7

埋め込み文字

埋め込み文字

4

6

81

0

Heathcliff

HC

Hchop

Horror

A

1

埋め込み文字

埋め込み文字

2

4

6

8

Chaz

Swot

Chazlet

Twerp

C

H

埋め込み文字

埋め込み文字

18

8

5

8

Kayser

Cuddles

KB

Ibn Kayeed

M

1

埋め込み文字

埋め込み文字
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表 91. 出力データ・セット (続き)
キー

Parent

G

12

10

6

43

Jayne

Jane

J

JD

F

2

埋め込み文字

埋め込み文字

12

0

6

43

Ann

Anne

AK

AJK

H

E

埋め込み文字

埋め込み文字

3

0

7

82

Kath

Cath

Catherine

Katy

C

H

埋め込み文字

埋め込み文字

5

0

7

02

Rupert

Rupe

Woopert

puss

B

C

埋め込み文字

埋め込み文字

H

I

J

Make Subrecord ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Make Subrecord ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Make Subrecord ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Make Subrecord ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「出力」ステージの「プロパティー」タブの「入力」カテゴリーで次のように指定します。
– サブレコードに結合するベクトル列を指定します。このプロパティーを反復して複数のベクトル列を
指定できます。
「出力」カテゴリーで次のように実行します。
– サブレコード出力列を指定します。

Make Subrecord ステージ: 「ステージ」ページ
Make Subrecord ステージの性質は、Make Subrecord ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Make Subrecord ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Make Subrecord ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
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次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 92. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

出力列

N/A

はい

いいえ

N/A

入力列
オプション/サブ
レコードのベクト
ル列

N/A

いいえ

はい

キー

「真」/「偽」
オプション/列の
埋め込みの警告を
無効にする

偽

いいえ

いいえ

N/A

オプション/サブ
レコード出力列

Make Subrecord ステージ: 「入力」カテゴリー:
このステージを使用して、列をサブレコードに含めます。
サブレコードのベクトル列
サブレコードに含める列の名前を指定します。サブレコードに結合する列を複数指定できます。それぞれの
列について、プロパティーのあとに続けて含める列の名前を指定します。必要であれば「列の選択」ダイア
ログ・ボックスを使用して、一度に複数の列を選択することができます。
Make Subrecord ステージ: 「出力」カテゴリー:
「出力」カテゴリーを使用して、Make Subrecord ステージの処理方法を指定します。
サブレコード出力列
「サブレコードのベクトル列」プロパティーで指定される列に結合するサブレコードの名前を指定します。
Make Subrecord ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Make Subrecord ステージの処理方法を指定します。
列の埋め込みの警告を無効にする
ステージは、長さが異なるベクトルを結合する場合、列の埋め込みを行い、それについてメッセージを出力
します。必要に応じて、このプロパティーを使用してメッセージの表示を無効にできます。

Make Subrecord ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
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v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Make Subrecord ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Make Subrecord ステージには、1 つの
入力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Make Subrecord ステージには、1 つの
入力データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、変換
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Make Subrecord ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタ
ブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Make Subrecord ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブを使用して、Promote Subrecord ステージの処理方法を指定します。
「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。
Make Subrecord ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式
によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Make Subrecord ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
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Make Subrecord ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Make Subrecord ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Make
Subrecord ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ列のパーティションで一般的に使用される方法です。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。既に配置されているパーティションを保持します。これは Make Subrecord ステージのデフォ
ルトのパーティション方式です。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Make Subrecord ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モ
ードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり
次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変換するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
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収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Make Subrecord ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Make Subrecord ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Make Subrecord ステージの出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Split Subrecord ステージ
Split Subrecord ステージでは、入力サブレコード・フィールドを最上位レベルのベクトル列のセットに分割
します。
Split Subrecord ステージには、単一の入力リンクと単一の出力リンクを設定できます。
このステージは、元のサブレコードの各エレメントに対して新しいベクトル列を 1 つ作成します。すなわ
ち、作成される最上位のベクトル列には、それぞれ作成元のサブレコードと同数のエレメントが存在するよ
うになります。ステージは、サブレコードを構成する列と同じ名前、同じデータ・タイプの列を出力しま
す。
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1

データ

Subrec

Subrec

Subrec

Subrec

Subrec

0
1
2
3

0
1
2
3

0 vector1.2
1 vector2.2
2 vector3.2
3 vector4.2

0 vector1.3
1 vector2.3
2 vector3.3
3 pad

0 pad
1 vector2.4
2 pad
3 pad

vector1.0
vector2.0
vector3.0
vector4.0

vector1.1
vector2.1
vector3.1
vector4.1

ベクトル 1
1

データ

0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

ベクトル 2
2

0

4

ベクトル 3
3

0
ベクトル 4

4

0

Make Subrecord ステージは反対の処理を実行します (Make Subrecord ステージを参照してください)。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Split Subrecord ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Split Subrecord ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作を
説明します。
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この例では、Split Subrecord ステージが 3 つのベクトルを含んでいるサブレコードからデータを抽出しま
す。データは 4 つの列に出力されます。3 つの列にはサブレコードからのベクトルが含まれ、もう 1 つの
列はステージをそのまま通過します。この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。 入
力データ・セットの列定義は次のとおりです。
表 93. 列定義
列名

SQL タイプ

key

Char

parent

Char

次に、入力データ・セットからの行を示します (上付き文字はベクトル指標を示します)。
表 94. 入力データ・セット
キー

行

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Parent
0

1

2

3

12

13

4

64

Will

wombat

bill

William

D

0

埋め込み文字

埋め込み文字

22

6

4

21

Robin

Dally

Rob

RD

G

A

埋め込み文字

埋め込み文字

76

0

52

2

Beth

Betany

Bethany

Bets

B

7

埋め込み文字

埋め込み文字

4

6

81

0

Heathcliff

HC

Hchop

Horror

A

1

埋め込み文字

埋め込み文字

2

4

6

8

Chaz

Swot

Chazlet

Twerp

C

H

埋め込み文字

埋め込み文字

18

8

5

8

Kayser

Cuddles

KB

Ibn Kayeed

M

1

埋め込み文字

埋め込み文字

12

10

6

43

Jayne

Jane

J

JD

F

2

埋め込み文字

埋め込み文字

12

0

6

43

Ann

Anne

AK

AJK

H

E

埋め込み文字

埋め込み文字

3

0

7

82

Kath

Cath

Catherine

Katy

C

H

埋め込み文字

埋め込み文字

5

0

7

02

表 94. 入力データ・セット (続き)
キー

Parent
Rupert

Rupe

Woopert

puss

B

C

埋め込み文字

埋め込み文字

ステージは、サブレコードから抽出したデータをそれぞれにベクトルが含まれている 3 つの列に出力しま
す。key という列は別個に出力されます。出力列の列定義は次のとおりです。
表 95. 出力列の列定義
列名

SQL タイプ

key

Char

acol

Integer

bcol

Char

ccol

Char

「プロパティー」タブで「サブレコード列」プロパティーに「parent」を設定します。
出力データ・セットは次のようになります (上付き文字はベクトル指標を示します)。
表 96. 出力データ・セット
キー

acol
0

bcol
1 2

ccol

Wills wombat bill william

D00

2206142213

Robin0Dally1Rob2RD3

G0A1

C

7600152223

Beth0Betany1Bethany2Bets3

B071

行

D

406181203

Heathcliff0HC1Hchop2Horror3

A011

行

E

20416283

Chaz0Swot1Chazlet2Twerp3

C0H1

行

F

180815283

kayser0Cuddles1KB2Ibn Kayeed3

M011

行

G

1201016213

Jayne0Jane1J2JD3

F021

行

H

1200162433

Ann0Anne1AK2AJK3

H0E1

行

I

300172823

Kath0Cath1Catherine2Katy3

0

行

J

500172023

Rupert0Rupe1Woopert2puss3

B0C1

行

A

12 13 4 64

行

B

行

3

0

1

2

1

H1

Split Subrecord ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Split Subrecord ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Split Subrecord ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Split Subrecord ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「出力」ステージの「プロパティー」タブの「入力」カテゴリーで次のように指定します。
– ステージが、ベクトルを抽出する元のサブレコード列を指定します。
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Split Subrecord ステージ: 「ステージ」ページ
Split Subrecord ステージの性質は、Split Subrecord ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Split Subrecord ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Split Subrecord ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。 Split
Subrecord ステージのプロパティーは、値の指定が必須のプロパティー 1 つだけです。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあとに、各プロパティーの
詳細説明があります。
表 97. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/サブ
レコード列

値

デフォルト

必須

反復

従属

入力列

N/A

はい

いいえ

N/A

Split Subrecord ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Split Subrecord ステージの処理方法を指定します。
サブレコード列
同様の名前の最上位レベルの列のセットにレベルを上げるエレメントが含まれているベクトルの名前を指定
します。

Split Subrecord ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
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v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Split Subrecord ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Split Subrecord ステージには入力を 1
つしか設定できません。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Split Subrecord ステージには入力を 1
つしか設定できません。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、変換
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Split Subrecord ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブ
の全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Split Subrecord ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブを使用して、Split Subrecord ステージの処理方法を指定します。
「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
Split Subrecord ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式に
よってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Split Subrecord ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Split Subrecord ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」
ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行
パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Split Subrecord ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実
行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を
設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Split
Subrecord ステージのデフォルトのパーティション方式です。
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587

v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Split Subrecord ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モ
ードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり
次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変換するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
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NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Split Subrecord ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Split Subrecord ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Split Subrecord ステージの出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
これらのタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Combine Records ステージ
Combine Records ステージは再構成ステージです。このステージでは、特定のキー列の値が一致するレコー
ド (行) を、サブレコードのベクトルに結合します。
Combine Records ステージは再構成ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力
リンクを設定できます。
Combine Records ステージでは、特定のキー列の値が一致するレコード (行) を、サブレコードのベクトル
に結合します。ステージは、入力リンクから 1 つのデータ・セットを受け取り、そこから 1 つ以上の列を
キーとして選択します。キー列に同じ値を持つすべての隣接レコードが、サブレコードとして 1 つのレコ
ードに集約されます。
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Colname2
Colname3
Colname4

Subrec
Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Subrec
Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Subrec
Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Subrec
Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Combine Records ステージに入力されるデータ・セットは、キーに基づいたパーティションおよびソートが
実行されます。こうすることで、キー列に同じ値を持つすべての行が同じパーティションに配置され、同じ
ノードで処理されることが保証されます。 (自動) パーティション方式を選択すると、パーティションおよ
びソートが確実に行われます。自動モードでは、ソートとパーティション化が Combine Records ステージ
の前のステージで別々に実行されている場合、InfoSphere DataStage によってそのことが検出され、再パー
ティション化は行われません (代わりに、パーティション方式「同一」を明示的に指定することもできま
す)。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。
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例
このセクションでは、Combine Records ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Combine Records ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作
を説明します。

例 1
この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。
入力データ・セットの列定義は次のとおりです。
表 98. 列定義
列名

キー

SQL タイプ

keycol

はい

Char

col1

TinyInt

col2

Time

col3

Dat

次に、入力データ・セットの行を示します。
表 99. 入力データ・セット
col1

col2

col3

col4

行

1

00:11:01

1960-01-02

A

行

3

08:45:54

1946-09-15

A

行

1

12:59:00

1955-12-22

B

行

2

07:33:04

1950-03-10

B

行

2

12:00:00

1967-02-06

B

行

2

07:37:04

1950-03-10

B

行

3

07:56:03

1977-04-14

B

行

3

09:58:02

1960-05-18

B

行

1

11:43:02

1980-06-03

C

行

2

01:30:01

1985-07-07

C

行

2

11:30:01

1985-07-07

C

行

3

10:28:02

1992-11-23

C

行

3

12:27:00

1929-08-11

C

行

3

06:33:03

1999-10-19

C

行

3

11:18:22

1992-11-23

C

ステージで結合されると、行の各グループは suprecol という 1 つの列に出力されます。この列には、
keycoll、col1、col2、および col3 の各列が含まれています。(ランタイム列伝搬機能を利用しない場合は、
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスを使用して、サブレコードをセットアップし、サブレコード列
に含まれる各列のレベル番号を設定する必要があります。)
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表 100. 出力メタデータ
レベル番号

列名

SQL タイプ

subreccol

Char

02

keycol

Char

02

col1

TinyInt

02

col2

Time

02

col3

Date

キー

はい

ステージの「プロパティー」は、次のように設定します。

図 31. 「プロパティー」タブ

出力データ・セットを次に示します。
表 101. 出力データ・セット
subreccol

行
行

592

ベクトル指標

col1

col2

col3

Keycol

0

1

00:11:01

1960-01-02

A

1

3

08:45:54

1946-09-15

A

0

1

12:59:00

1955-12-22

B

1

2

07:33:04

1950-03-10

B

2

2

12:00:00

1967-02-06

B

3

2

07:37:04

1950-03-10

B

4

3

07:56:03

1977-04-14

B

5

3

09:58:02

1960-05-18

B
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表 101. 出力データ・セット (続き)
subreccol

行

ベクトル指標

col1

col2

col3

Keycol

0

1

11:43:02

1980-06-03

C

1

2

01:30:01

1985-07-07

C

2

2

11:30:01

1985-07-07

C

3

3

10:28:02

1992-11-23

C

4

3

12:27:00

1929-08-11

C

5

3

06:33:03

1999-10-19

C

6

3

11:18:22

1992-11-23

C

例 2
この例には、「トップレベル・キー」プロパティーを使用して取得できる複雑な構造が示されています。
キー列を最上位レベルの列のまま維持し、サブレコードに含めない場合は「真」に設定します。この例で
は、ジョブが順次に実行されることを想定しています。col1 と keycol の両方がキーとして定義されている
ことを除いて、同じ列定義が使用されています。
表 102. 列定義
列名

キー

SQL タイプ

keycol

はい

Char

col1

はい

TinyInt

col2

Time

col3

Dat

同じ入力データ・セットが使用されます。
表 103. 入力データ・セット
col1

col2

col3

col4

行

1

00:11:01

1960-01-02

A

行

3

08:45:54

1946-09-15

A

行

1

12:59:00

1955-12-22

B

行

2

07:33:04

1950-03-10

B

行

2

12:00:00

1967-02-06

B

行

2

07:37:04

1950-03-10

B

行

3

07:56:03

1977-04-14

B

行

3

09:58:02

1960-05-18

B

行

1

11:43:02

1980-06-03

C

行

2

01:30:01

1985-07-07

C

行

2

11:30:01

1985-07-07

C

行

3

10:28:02

1992-11-23

C

行

3

12:27:00

1929-08-11

C

行

3

06:33:03

1999-10-19

C
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表 103. 入力データ・セット (続き)
行

col1

col2

col3

col4

3

11:18:22

1992-11-23

C

出力列定義では、2 つの列がキーに定義され、1 つの列にサブレコードが含まれています。
表 104. 出力列の列定義
レベル番号

列名

キー

SQL タイプ

subreccol

Char

02

keycol

Char

はい

02

col1

TinyInt

はい

02

col2

Time

02

col3

Date

ステージの「プロパティー」は、次のように設定します。

図 32. 「プロパティー」タブ

出力データ・セットは次のようになります。
表 105. 出力データ・セット
Keycol

col1

subreccol
ベクトル指標

col2

col3

行

A

1

0

00:11:01

1960-01-02

行

A

3

0

08:45:54

1946-09-15
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表 105. 出力データ・セット (続き)
Keycol

col1

subreccol
ベクトル指標

col2

col3

行

B

1

0

12:59:00

1955-12-22

行

B

2

0

07:33:04

1950-03-10

1

12:00:00

1967-02-06

2

07:37:04

1950-03-10

0

07:56:03

1977-04-14

1

09:58:02

1960-05-18

行

B

3

行

C

1

0

11:43:02

1980-06-03

行

C

2

0

01:30:01

1985-07-07

1

11:30:01

1985-07-07

0

10:28:02

1992-11-23

1

12:27:00

1929-08-11

2

06:33:03

1999-10-19

3

11:18:22

1992-11-23

行

C

3

Combine Records ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Combine Records ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Combine Records ステージをジョ
ブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特
定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説
明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. 「ステージ」ページの「プロパティー」タブ の「出力」カテゴリーに移動します。
2. 「サブレコードの出力列」で、サブレコードのベクトルを入れる出力列を指定します。
3. 「結合キー」カテゴリーで、キー列を指定します。複合キーを指定するには、このプロパティー設定を
反復します。 キーに同じ値を共有する、隣接する行はすべて、サブレコード構造のベクトルを使用して
1 つの行に結合されます。

Combine Records ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「NLS ロケー
ル」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブで、プロジェクトのデフォルト以外
のロケールを選択して照合規則を決定できます。

Combine Records ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Combine Records ステージの処理方法を指定します。
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「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 106. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/サブ
レコード出力列

出力列

N/A

はい

いいえ

N/A

オプション/キー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

オプション/大/小
文字の区別

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

オプション/トッ
プレベル・キー

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

Combine Records ステージ: 「出力」カテゴリー:
「出力」カテゴリーを使用して、Combine Records ステージの処理方法を指定します。
サブレコード出力列
Combine Records ステージが作成するサブレコードの名前を指定します。
Combine Records ステージ: 「レコード結合キー」カテゴリー:
必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数の列を選択することができます。
キー
1 つ以上の列を指定します。キー列に同じ値が含まれるすべてのレコードが、サブレコードとして同じレコ
ードに集められます。「トップレベル・キー」プロパティーが「偽」に設定されていると、それぞれの列が
サブレコードのエレメントになります。
「トップレベル・キー」プロパティーが「真」に設定されていると、キー列はサブレコードではなく、出力
レコードの最上位レベルの列として表示されます。そのキー列が含まれた入力レコードに属するキー列以外
の列は、そのキー列の出力レコード内のサブレコードのエレメントとして表示されます。「キー」プロパテ
ィーには次の従属プロパティーがあります。
v 大/小文字の区別
このプロパティーを使用して、各キーで大/小文字の区別をするかどうかを指定します。デフォルト設定
は「真」です。例えば、値「CASE」と「case」は同じとみなされません。
Combine Records ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Combine Records ステージの処理方法を指定します。
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トップレベル・キー
キーを最上位列のままにするか、またはサブレコードに含めるかを指定します。デフォルトでは「偽」に設
定されています。

Combine Records ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。これらを選択する
には、グリッドのドロップダウン・リストを使用します。ドロップダウン・リストのデータは、構成フ
ァイルから取り込まれます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Combine Records ステージ: 「NLS ロケール」タブ
Combine Records ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合
に表示されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定
したりできます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Combine Records ステージ
では、キー列のソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、リ
ストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照し
て指定します。

Combine Records ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Combine Records ステージには、1 つの
入力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Combine Records ステージには、1 つの
入力データ・セットが必要です。
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「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、変換
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Combine Records ステージでのパーティションの詳細について、以降のセクションで説明します。その他の
タブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Combine Records ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。このステージでは、現行ステ
ージと直前のステージの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパ
ーティション方式が決定されます。「自動」モードによって、Combine Records ステージに入力されるデー
タは、ハッシュ・パーティション化またはソートが確実に行われます。
Combine Records ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式
によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Combine Records ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Combine Records ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Combine Records ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで
実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式
を設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが、Combine
Records ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
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v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Combine Records ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」
モードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能にな
り次第、その行を読み取ります。 Combine Records ステージの場合は、収集されたデータのソートが
「自動」によって確実に実行されます。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変換するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。
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Combine Records ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Combine Records ステージからの出力データに関する詳細を指定できます。このステ
ージのタブでは、説明 (省略可能) の指定と、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定の変更を行う
ことができます。列定義を表示することもできます。
「出力」ページでは、Combine Records ステージからの出力データの詳細を指定できます。Combine
Records ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Promote Subrecord ステージ
Promote Subrecord ステージは再構成ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出
力リンクを設定できます。
.
Promote Subrecord ステージでは、入力サブレコードの列を最上位レベルの列にプロモートさせます。出力
列の数は、サブレコード・エレメントの数に等しくなります。入力サブレコードの列のデータ・タイプによ
って、対応する最上位レベルの列のデータ・タイプが決まります。
1

Parent (subrecord)
Colname1
Colname2

データ

Colname3
Colname4

1

Colname1

2

Colname2

3

Colname3

4

Colname4

データ
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このステージでは、サブレコードのベクトル内の列をプロモートさせることもできます。この場合は
Combine Records ステージと逆の機能になります。

1

データ

データ

Subrec

Subrec

Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

1

Keycol

2

Colname1

3

Colname2

4

Colname3

5

Colname4

Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Subrec
Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Subrec

Subrec

Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Keycol
Colname1
Colname2
Colname3
Colname4

Combine Records ステージでは逆の操作が実行されます。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Promote Subrecord ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Promote Subrecord ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動
作を説明します。
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例 1
この例では、Promote Subrecord ステージが単純なサブレコードのレコードを最上位レベルの列にプロモー
トさせます。
サブレコードを含んでいる 1 つの列からデータが抽出されます。データは 4 つの列に出力され、それぞれ
サブレコードの列を含んでいます。この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。入力デ
ータ・セットの列定義には、subrec という列の定義が 1 つだけ入っています。
次に、入力データ・セットの行を示します。
表 107. 入力データ・セット
subrec

サブレコード列名 col1

col2

col3

col4

行

1

AAD

Thurs

いいえ

行

2

ABD

Thurs

いいえ

行

3

CAD

Weds

はい

行

4

CCC

Mon

はい

5

BDD

Mon

はい

6

DAK

Fri

いいえ

7

MDB

Tues

はい

ステージは、サブレコードから抽出したデータを適切なタイプを持つ 4 つの列に出力します。出力列の列
定義は次のとおりです。
表 108. 出力列の列定義
列名

SQL タイプ

col1

TinyInt

col2

Char

col3

Char

col4

Char

Promote Subrecord ステージの「プロパティー」タブで「サブレコード列」プロパティーに「subrec」を設
定します。
出力データ・セットは次のようになります。
表 109. 出力データ・セット
Col1

Col2

Col3

Col4

行

1

AAD

Thurs

いいえ

行

2

ABD

Thurs

いいえ

行

3

CAD

Weds

はい

行

4

CCC

Mon

はい

例 2
この例では、Promote Subrecord ステージで、サブレコードがアグリゲートされたベクトルが処理される方
法を示します。Combine Records ステージでも同様の結果を生成できます。
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この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。入力データ・セットの列定義には、subrec
という列の定義が 1 つだけ入っています。
次に、入力データ・セットの行を示します。
表 110. 入力データ・セット
subreccol

行
行

行

subreccol

subreccol

subreccol

ベクトル指標

col1

col2

col3

Keycol

0

1

00:11:01

1960-01-02

A

1

3

08:45:54

1946-09-15

A

0

1

12:59:00

1955-12-22

B

1

2

07:33:04

1950-03-10

B

2

2

12:00:00

1967-02-06

B

3

2

07:37:04

1950-03-10

B

4

3

07:56:03

1977-04-14

B

5

3

09:58:02

1960-05-18

B

0

1

11:43:02

1980-06-03

C

1

2

01:30:01

1985-07-07

C

2

2

11:30:01

1985-07-07

C

3

3

10:28:02

1992-11-23

C

4

3

12:27:00

1929-08-11

C

5

3

06:33:03

1999-10-19

C

6

3

11:18:22

1992-11-23

C

サブレコード内の列がプロモートされると、データは次の 4 つの列に出力されます。
表 111. プロモート列
列名

キー

SQL タイプ

keycol

はい

Char

col1

TinyInt

col2

Time

col3

Dat

Promote Subrecord ステージの「プロパティー」タブで「サブレコード列」プロパティーに「subrec」を設
定します。
出力データ・セットは次のようになります。
表 112. 出力データ・セット
col1

col2

col3

col4

行

1

00:11:01

1960-01-02

A

行

3

08:45:54

1946-09-15

A

行

1

12:59:00

1955-12-22

B

行

2

07:33:04

1950-03-10

B

行

2

12:00:00

1967-02-06

B
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表 112. 出力データ・セット (続き)
col1

col2

col3

col4

行

2

07:37:04

1950-03-10

B

行

3

07:56:03

1977-04-14

B

行

3

09:58:02

1960-05-18

B

行

1

11:43:02

1980-06-03

C

行

2

01:30:01

1985-07-07

C

行

2

11:30:01

1985-07-07

C

行

3

10:28:02

1992-11-23

C

行

3

12:27:00

1929-08-11

C

行

3

06:33:03

1999-10-19

C

行

3

11:18:22

1992-11-23

C

Promote Subrecord ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Promote Subrecord ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Promote Subrecord ステージをジ
ョブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、
特定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を
説明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Promote Subrecord ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「出力」ステージの「プロパティー」タブの「入力」カテゴリーで次のように指定します。
– ステージでプロモートするサブレコードの列を指定します。

Promote Subrecord ステージ: 「ステージ」ページ
Promote Subrecord ステージの性質は、Promote Subrecord ステージの「ステージ」ページから指定できま
す。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Promote Subrecord ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Promote Subrecord ステージの処理方法を指定します。
Promote Subrecord ステージには 1 つのプロパティーがあります。
表 113. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/サブ
レコード列
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値

デフォルト

必須

反復

従属

入力列

N/A

はい

いいえ

N/A
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Promote Subrecord ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Promote Subrecord ステージの処理方法を指定します。
サブレコード列
最上位レコードにプロモートされるエレメントが含まれているサブレコードの名前を指定します。

Promote Subrecord ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Promote Subrecord ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Promote Subrecord ステージには、1 つ
の入力データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Promote Subrecord ステージには、1 つ
の入力データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、変換
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Promote Subrecord ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他の
タブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Promote Subrecord ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブを使用して、Promote Subrecord ステージの処理方法を指定します。
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「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
Promote Subrecord ステージが順次モードで実行される場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式
によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Promote Subrecord ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Promote Subrecord ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Promote Subrecord ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで
実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式
を設定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Promote
Subrecord ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。既に配置されているパーティションを保持します。これは Promote Subrecord ステージのデ
フォルトのパーティション方式です。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。これは Promote Subrecord ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」
モードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能にな
り次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変換するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Promote Subrecord ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Promote Subrecord ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Promote Subrecord ステージの出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
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Make Vector ステージ
Make Vector ステージは、指定した複数列の入力データ・レコードを列のベクトルに結合する、アクティ
ブ・ステージです。このステージには一定の要件があります。
Make Vector ステージはアクティブ・ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出
力リンクを設定できます。
Make Vector ステージでは、入力データ・レコードの指定した列が列のベクトルに結合されます。このステ
ージには次の要件があります。
v 入力列は番号順に並んでいて、すべて同じタイプでなければなりません。
v 番号の増分値は 1 でなければなりません。
v 列の名前は column_name0 から column_namen のようにしなければなりません。ここで、column_name
は列の名前であり、0 と n はそれぞれ連続する番号の先頭と終わりを示します。
v 列は必ずしも連続した順序である必要はありません。
これらの列がすべて、列の数 (n+1) と等しい長さの 1 つのベクトルに結合されます。このベクトルの名前
は列名になります。このフォームの名前を持たない入力列はベクトルに含まれませんが、最上位レベルの列
として出力されます。

データ

データ

1

Col0

2

Col1

3

Col2

4

Col3

5

Col4

1

Col0

Col1

Col2

Col3

Col4

Split Vector ステージでは逆の処理が実行されます。Split Vector ステージを参照してください。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Make Vector ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Make Vector ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作を説
明します。

例 1
この例では、すべての入力データが出力ベクトルに含まれます。
この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。入力データ・セットの列定義は次の表のと
おりです。列のタイプはすべて同じで、名前のフォームが column_nameN である点に注意してください。
表 114. 列定義
列名

SQL タイプ

col0

TinyInt

col1

TinyInt

col2

TinyInt

col3

TinyInt

col4

TinyInt

次に、入力データ・セットの行を示します。
表 115. 入力データ・セット
col0

col1

col2

col3

col4

行

3

6

2

9

9

行

3

2

7

2

4

行

7

8

8

5

3

行

4

8

7

1

6

行

1

6

2

5

1

行

0

1

6

7

8

行

9

9

6

4

2

行

0

8

4

4

3
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表 115. 入力データ・セット (続き)
col0

col1

col2

col3

col4

行

1

7

2

5

3

行

7

9

4

7

8

ステージは入力データから作成したベクトルを col という単一の列に出力します。出力列名は、ジョブの
実行時に InfoSphere DataStage によって自動的に定義されるので、明示的に定義する必要はありません。
しかし、分かりやすいジョブにするために、ユーザーが名前を付けてもかまいません。
「プロパティー」タブで「列の共通部分名」プロパティーに「col」を設定します。
出力データ・セットは次のようになります。
表 116. 出力データ・セット
col

ベクトル指標

0

1

2

3

4

行

3

6

2

9

9

行

3

2

7

2

4

行

7

8

8

5

3

行

4

8

7

1

6

行

1

6

2

5

1

行

0

1

6

7

8

行

9

9

6

4

2

行

0

8

4

4

3

行

1

7

2

5

3

行

7

9

4

7

8

例 2
この例には、追加の列およびベクトルに含まれる列があります。
この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。次に、入力データ・セットの列定義を表示
します。name と code という追加の列に注目してください。
表 117. 列定義
列名

SQL タイプ

name

Char

code

Char

col0

TinyInt

col1

TinyInt

col2

TinyInt

col3

TinyInt

col4

TinyInt

次に、入力データ・セットの行を示します。
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表 118. 入力データ・セット
名前

Code

col0

col1

col2

col3

col4

行

Will

D070

3

6

2

9

9

行

Robin

GA36

3

2

7

2

4

行

Beth

B777

7

8

8

5

3

行

Heathcliff

A100

4

8

7

1

6

行

Chaz

CH01

1

6

2

5

1

行

Kayser

CH02

0

1

6

7

8

行

Jayne

M122

9

9

6

4

2

行

Ann

F234

0

8

4

4

3

行

Kath

HE45

1

7

2

5

3

行

Rupert

BC11

7

9

4

7

8

ステージは入力データから作成したベクトルを column_name という単一の列に出力します。他の 2 つの
列は別個に出力されます。出力列名は、ジョブの実行時に InfoSphere DataStage によって自動的に定義さ
れるので、明示的に定義する必要はありません。しかし、分かりやすいジョブにするために、ユーザーが名
前を付けてもかまいません。
表 119. 出力列の列定義
列名

SQL タイプ

name

Char

code

Char

col

Char

「プロパティー」タブで「列の共通部分名」プロパティーに「col」を設定します。
出力データ・セットは次のようになります。
表 120. 出力データ・セット
ベクトル指標

0

1

2

3

4

行

Will

D070

3

6

2

9

9

行

Robin

GA36

3

2

7

2

4

行

Beth

B777

7

8

8

5

3

行

Heathcliff

A100

4

8

7

1

6

行

Chaz

CH01

1

6

2

5

1

行

Kayser

CH02

0

1

6

7

8

行

Jayne

M122

9

9

6

4

2

行

Ann

F234

0

8

4

4

3

行

Kath

HE45

1

7

2

5

3

行

Rupert

BC11

7

9

4

7

8

Make Vector ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Make Vector ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。
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このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Make Vector ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Make Vector ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– 列の共通部分名を指定します。これは、入力データ・セットのすべての列で共有される
「column_name」部分で、ベクトルが入る出力列の名前になります。

Make Vector ステージ: 「ステージ」ページ
Make Vector ステージの性質は、Make Vector ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Make Vector ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Make Vector ステージの処理方法を指定します。
Make Vector ステージのプロパティーは 1 つです。
表 121. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/列の
共通部分名

値

デフォルト

必須

反復

従属

名前

N/A

はい

いいえ

N/A

Make Vector ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Make Vector ステージの処理方法を指定します。
列の共通部分名
結合されて column_name という名前のベクトルになる、 column_name0 から column_namen までの通し番
号が割り当てられた一連の列の先頭の column_name を指定します。

「詳細」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
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v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Make Vector ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Make Vector ステージには、1 つの入力
データ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Make Vector ステージには、1 つの入力
データ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、変換
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Make Vector ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの
全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Make Vector ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブを使用して、Make Vector ステージの処理方法を指定します。
「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。
Make Vector ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によ
ってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Make Vector ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Make Vector ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ド
ロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行パ
ーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
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順次モードで Make Vector ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行
されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設
定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。デフォルトのパ
ーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。既に配置されているパーティションを保持します。これは Make Vector ステージのデフォル
トのパーティション方式です。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Make Vector ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モー
ドを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次
第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変換するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
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次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Make Vector ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Make Vector ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Make Vector ステージの出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Split Vector ステージ
Split Vector ステージは再構成ステージです。このステージは、固定長ベクトルのエレメントを、同様の名
前の最上位レベル列のセットにプロモートします。
このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リンクを設定できます。
Split Vector ステージは name0 から namen というフォーマットで列を作成します。ここで、name はもと
のベクトルの名前で、0 と n はそれぞれベクトルの最初のエレメントと最後のエレメントです。
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データ

1

Col0

1

Col0

2

Col1

3

Col2

4

Col3

5

Col4

Col1

Col2

Col3

Col4

データ

Make Vector ステージは反対の処理を実行します ( 608 ページの『Make Vector ステージ』を参照してくだ
さい)。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
このセクションでは、Split Vector ステージの入出力データの例を示します。
このセクションでは、Split Vector ステージの入力および出力データの例を示しながらステージの動作を説
明します。

例 1
この例の入力データは、ベクトルを含んでいる 1 つの列で構成されています。この例では、ジョブが順次
に実行されることを想定しています。入力データ・セットには「col」という単一の列があります。
次に、入力データ・セットの行を示します。
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表 122. 入力データ・セット
ベクトル指標

0

1

2

3

4

行

3

6

2

9

9

行

3

2

7

2

4

行

7

8

8

5

3

行

4

8

7

1

6

行

1

6

2

5

1

行

0

1

6

7

8

行

9

9

6

4

2

行

0

8

4

4

3

行

1

7

2

5

3

行

7

9

4

7

8

ステージはベクトルから抽出した各列を column_nameN という名前の個別の列に分割します。出力列名
は、ジョブの実行時に InfoSphere DataStage によって自動的に定義されるので、明示的に定義する必要は
ありません。しかし、分かりやすいジョブにするために、ユーザーが名前を付けてもかまいません。
表 123. 出力列名
列名

SQL タイプ

col0

TinyInt

col1

TinyInt

col2

TinyInt

col3

TinyInt

col4

TinyInt

「プロパティー」タブで「ベクトル列」プロパティーに「col」を設定します。
出力データ・セットは次のようになります。
表 124. 出力データ・セット
col0

col1

col2

col3

col4

行

3

6

2

9

9

行

3

2

7

2

4

行

7

8

8

5

3

行

4

8

7

1

6

行

1

6

2

5

1

行

0

1

6

7

8

行

9

9

6

4

2

行

0

8

4

4

3

行

1

7

2

5

3

行

7

9

4

7

8

例 2
この例には、追加の列およびベクトルを含んでいる列があります。
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この例では、ジョブが順次に実行されることを想定しています。入力データ・セットの列定義は次のとおり
です。name と code という追加の列に注目してください。
表 125. 列定義
列名

SQL タイプ

name

Char

code

Char

col

Char

次に、入力データ・セットの行を示します。
表 126. 入力データ・セット
ベクトル指標

0

1

2

3

4

行

Will

D070

3

6

2

9

9

行

Robin

GA36

3

2

7

2

4

行

Beth

B777

7

8

8

5

3

行

Heathcliff

A100

4

8

7

1

6

行

Chaz

CH01

1

6

2

5

1

行

Kayser

CH02

0

1

6

7

8

行

Jayne

M122

9

9

6

4

2

行

Ann

F234

0

8

4

4

3

行

Kath

HE45

1

7

2

5

3

行

Rupert

BC11

7

9

4

7

8

ステージはベクトルから抽出した各列を column_nameN という名前の個別の列に分割します。出力列名
は、ジョブの実行時に InfoSphere DataStage によって自動的に定義されるので、明示的に定義する必要は
ありません。しかし、分かりやすいジョブにするために、ユーザーが名前を付けてもかまいません。
表 127. 出力列の列定義
列名

SQL タイプ

name

Char

code

Char

col0

TinyInt

col1

TinyInt

col2

TinyInt

col3

TinyInt

col4

TinyInt

「プロパティー」タブで「ベクトル列」プロパティーに「col」を設定します。
出力データ・セットは次のようになります。
表 128. 出力データ・セット
行
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名前

Code

col0

col1

col2

col3

col4

Will

D070

3

6

2

9

9

パラレル・ジョブ開発者ガイド

表 128. 出力データ・セット (続き)
名前

Code

col0

col1

col2

col3

col4

行

Robin

GA36

3

2

7

2

4

行

Beth

B777

7

8

8

5

3

行

Heathcliff

A100

4

8

7

1

6

行

Chaz

CH01

1

6

2

5

1

行

Kayser

CH02

0

1

6

7

8

行

Jayne

M122

9

9

6

4

2

行

Ann

F234

0

8

4

4

3

行

Kath

HE45

1

7

2

5

3

行

Rupert

BC11

7

9

4

7

8

Split Vector ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Split Vector ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Split Vector ステージをジョブに
組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の
機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明し
ますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Split Vector ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– 分割するベクトルを入れる入力列名を指定します。

Split Vector ステージ: 「ステージ」ページ
Split Vector ステージの性質は、Split Vector ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。

Split Vector ステージ: 「プロパティー」タブ
「プロパティー」タブを使用して、Split Vector ステージの処理方法を指定します。
Split Vector ステージのプロパティーは 1 つです。
表 129. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー
オプション/ベク
トル列

値

デフォルト

必須

反復

従属

名前

N/A

はい

いいえ

N/A

Split Vector ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Split Vector ステージの処理方法を指定します。
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ベクトル列
同様の名前の最上位レベルの列のセットにレベルを上げるエレメントが含まれているベクトルの名前を指定
します。

Split Vector ステージ: 「高度」タブ
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Split Vector ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Split Vector ステージには入力を 1 つ
しか設定できません。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Split Vector ステージには入力を 1 つ
しか設定できません。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、変換
の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義を指
定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Split Vector ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの
全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。

Split Vector ステージ: 「パーティション」タブ
「パーティション」タブを使用して、Split Vector ステージの処理方法を指定します。
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「パーティション」タブでは、入力データの変換を行う前にそのデータをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
Split Vector 分割ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式
によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Split Vector ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Split Vector ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ド
ロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、現行パ
ーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
順次モードで Split Vector ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行
されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設
定することができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Split
Vector ステージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
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v 「(自動)」。これは Split Vector ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モード
を使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次
第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、変換するように指
定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データ
のパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを
収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパー
ティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できませ
ん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Split Vector ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Split Vector ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Split Vector ステージの出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
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第 9 章 パラレル・ジョブのデバッグ
デバッグ・モードでパラレル・ジョブを実行するか、デバッグ・ステージを使用すると、パラレル・ジョ
ブ・デザインのデバッグに役立ちます。

デバッグ・モードでのパラレル・ジョブの実行
パラレル・ジョブをデバッグするには、ジョブのリンク上に 1 つ以上のブレークポイントを設定し、ジョ
ブをデバッグ・モードで実行します。ジョブがブレークポイントで停止したら、列データを調べます。

このタスクについて
ジョブ・デザイン内で、デバッグ・ツールバー・オプションまたは「デバッグ」メニューを使用して、ジョ
ブ・デザインをデバッグすることができます。デバッグ・モードでジョブを実行するときに、停止させたい
リンク上にブレークポイントを設定すると、ジョブ・フローを理解できます。ブレークポイントでジョブが
停止した時点で、処理中の列データを調べることができます。
パラレル・ジョブをデバッグ・モードで実行中にブレークポイントに到達すると、各処理ノードは停止しま
す。到達したブレークポイントの数と、各ブレークポイントで停止した処理ノードの数が、「デバッグ・ウ
ィンドウ」に表示されます。ブレークポイントで停止した各処理ノードの列データが表示されます。「ウォ
ッチ・リスト」に列を追加して、すべての処理ノードでのその列の値を「デバッグ・ウィンドウ」で調べる
こともできます。
注: パラレル・ジョブをクローズして再オープンしても、ブレークポイントは保持されます。ジョブをコン
パイルすると、ブレークポイントが検証されます。 ブレークポイントを含むリンクをリネームまたは移動
したり、どちらか一方の末端を移動したりしても、ブレークポイントは保持されます。リンクを削除して同
一の名前でリンクを作成した場合は、ブレークポイントは新規リンクには継承されません。また、別の名前
を使用してジョブをアップグレード、エクスポート、保存した場合も、ブレークポイントはこれらの新規ジ
ョブには継承されません。最後に、共有コンテナーのリンク上にはブレークポイントを設定できません。

パラレル・ジョブへのブレークポイントの追加
パラレル・ジョブをデバッグするには、そのパラレル・ジョブのリンク上に 1 つ以上のブレークポイント
を追加する必要があります。

手順
1. パラレル・ジョブ・キャンバス上の必要なリンクを選択します。
2. 「デバッグ・ウィンドウ」のツールバーで、「ブレークポイントの切り替え」をクリックします。 リン
ク上に円が描かれ、ブレークポイントが追加されたことを示します。
3. ブレークポイントを定義します。
a. 「デバッグ・ウィンドウ」のツールバーで、「ブレークポイントの編集」をクリックします。
b. 「ブレークポイント」リストで、定義したいブレークポイントを選択します。
c. 必要な「ブレーク対象」条件をセットします。

次のタスク
パラレル・ジョブをデバッグ・モードで実行します。
© Copyright IBM Corp. 2001, 2014
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デバッグ・モードでのパラレル・ジョブの実行
パラレル・ジョブの状態を調べることができるよう、ブレークポイントでパラレル・ジョブの処理を停止す
るには、パラレル・ジョブをデバッグ・モードで実行します。

始める前に
1. デバッグ前に、パラレル・ジョブのコンパイルが正常に終了している必要があります。
2. パラレル・ジョブをデバッグ・モードで実行する前に、必要なジョブ・パラメーターを定義する必要が
あります。「デバッグ」 > 「ジョブ・パラメーター」をクリックして、「ジョブ実行オプション」ウ
ィンドウをオープンして、ジョブ・パラメーターを指定します。「全般」タブに設定されたパラメータ
ー値は、実行間で保持されません。
3. パラレル・ジョブをデバッグ・モードで実行する前に、必要なブレークポイントをセットアップする必
要があります。
4. 順次モードで実行したいステージがある場合には、APT_PXDEBUGGER_FORCE_SEQUENTIAL 環境変
数を設定する必要があります。

手順
1. 「デバッグ」 > 「デバッグ・ウィンドウ」をクリックします。
2. オプション: パラレル・ジョブのジョブ・エントリーを表示するには、「表示」 > 「ジョブ・ログ」を
クリックします。
3. 「デバッグ・ウィンドウ」で、「デバッグの開始/継続」をクリックします。 ジョブがデバッグ・モー
ドで実行されます。「デバッグ・ウィンドウ」の状況ペインに、ジョブの進行状況に関する情報が表示
されます。「アクティブ・ブレークポイント」リストに、1 つ以上の処理ノードが停止したブレークポ
イントが表示されます。
4. 「アクティブ・ブレークポイント」リストで、必要なブレークポイントを選択します。 「ノードごとの
列データ」 ペインが変更されて、選択したブレークポイントの情報が示されます。ブレークポイントで
停止した処理ノードごとに個別のタブが表示されます。このタブには、そのノードで処理されている行
の各列の値が示されます。
5. 「ノードごとの列データ」 ペインのいずれかのタブ上の列を選択します。 すべてのタブで同一列が強
調表示されます。
6. 「ノードごとの列データ」 ペインの 1 つのタブ上の列を右クリックし、「ウォッチ・リストに追加」
をクリックします。 「ウォッチ・リスト」ペインに列が追加され、すべての処理ノードでのその列の値
が示されます。「ウォッチ・リスト」」を使用して、パラレル・ジョブが各ブレークポイントで停止す
るたびに、その列の値を監視できます。
「ウォッチ・リスト」から列を削除するには、「ウォッチ・リスト」ペインの列を右クリックして、
「削除」をクリックします。
7. オプション: ブレークポイントで停止していたすべての処理ノードを再開してジョブを完了させるに
は、「最後まで実行」をクリックします。 以降のすべてのブレークポイントは無視され、ジョブが実行
され、完了します。
8. オプション: ジョブの実行を停止するには、「ジョブの停止」をクリックします。
9. ブレークポイントで停止していたすべての処理ノードを再開するには、「デバッグの開始/継続」をクリ
ックします。
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デバッグ・ステージによるパラレル・ジョブのデバッグ
パレットのデバッグ・セクション内のステージを使用して、パラレル・ジョブ・デザインのデバッグができ
ます。

Head ステージ
Head ステージは開発/デバッグ・ステージです。このステージを使用して、データをサンプリングすること
ができます。
Head ステージは開発/デバッグ・ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1 つの出力リ
ンクを設定できます。このステージは、InfoSphere DataStage が数多く提供するサンプル・データ作成用ス
テージの 1 つです。次のステージも参照してください。
v Tail ステージ、 632 ページの『Tail ステージ』
v Sample ステージ、 638 ページの『Sample ステージ』
v Peek ステージ、 648 ページの『Peek ステージ』
Head ステージは、入力データ・セットの各パーティションから先頭の N 行を選択し、選択した行を出力
データ・セットにコピーします。次の項目を指定するプロパティーを設定することで、コピーされる行を決
定できます。
v コピーされる行の数
v 行のコピー元となるパーティション
v コピーされる行の位置
v コピー処理を開始する前にスキップする行の数

このステージは、大きなデータ・セットを扱うアプリケーションのテストやデバッグを行う際に役立ちま
す。例えば、「パーティション」プロパティーを使用すると、1 つのパーティション内のデータを確認し
て、データが意図したとおりにパーティション化されているかどうかを判断できます。また、「スキップ」
プロパティーを使用すると、データ・セットの特定の部分にアクセスできます。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。
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例
Head ステージのデフォルトの動作:
入力データ・セットは、Global 社の顧客請求情報データで構成されます。このデータ・セットは、事前に
4 つのパーティションにハッシュ・パーティション化されています。デフォルト設定を適用して、各パーテ
ィションの先頭 10 行をサンプルとして使用します。
ジョブを実行すると、10 行で構成される 4 つのパーティションからなるデータ・セットが得られます。
Head ステージに入力されるパーティション 0 と、ステージから出力されるパーティション 0 全体のサン
プルを次に示します。
"GC22145","ADELE BECKER","AM HUNGERSBERG 123","5/26/2004"
"GC20002","JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","7/14/2003"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC20040","NICOLE GIRARD","1234 QUAI DE LA TOURNELLE","10/31/2007"
"GC21745","ELIZABETH PARKER","35 YORK ROAD","1/31/2006"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC20049","DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","3/3/2003"
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC21874","WINSTON HILL","87 MULBERRY CLOSE","GC21874","5/12/2011"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"
"GC20021","PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","11/14/2007"
"GC22478","KLAUS SCHMIDT","WOLBURGSWEG 7645","5/11/1999"
"GC20012","MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","12/30/2008"
"GC22145","ADELE BECKER","AM HUNGERSBERG 123","5/26/2004"
"GC20002","JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","7/14/2003"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC20040","NICOLE GIRARD","1234 QUAI DE LA TOURNELLE","10/31/2007"
"GC21745","ELIZABETH PARKER","35 YORK ROAD","1/31/2006"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC20049","DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","3/3/2003"
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"

データのスキップ:
この例では、Head ステージによって出力されるデータ・セットを示しています。
次の例では同じデータを使用していますが、今回はパーティション 0 のみが必要で、最初の 100 行をスキ
ップしてから 10 行取得しています。Head ステージの「プロパティー」は、次のように設定します。
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このステージによって出力されるデータ・セットは次のようになります。
"GC21745","ELIZABETH PARKER","35 YORK ROAD","1/31/2006"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC20049","DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","3/3/2003"
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC21874","WINSTON HILL","87 MULBERRY CLOSE","GC21874","5/12/2011"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"
"GC20021","PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","11/14/2007"
"GC22478","KLAUS SCHMIDT","WOLBURGSWEG 7645","5/11/1999"

Head ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Head ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Head ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
「ステージ」ページの「プロパティー」タブの「行」カテゴリーで次のように指定します。
1. ソース・データ・セットからターゲット・データ・セットにコピーする、パーティションごとの行数を
指定します。デフォルトは 10 です。 次の指定もできます。
v ステージで、パーティションごとに最初の N 行をスキップするように指定します。
v ステージで、スキップ後のパーティション内の残りの行をすべて出力するように指定します。
第 9 章 パラレル・ジョブのデバッグ
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v ステージで、N 番目の行を毎回出力するように指定します。
v パーティション・カテゴリーで、ステージが選択したパーティションから行のみを出力するように指
定します。
2. 「出力」ページの「マッピング」タブで、Head 処理したデータを出力列にマッピングする方法を示し
ます。

Head ステージ: 「ステージ」ページ
Head ステージの「ステージ」ページでは、Head ステージの性質を指定できます。
「プロパティー」タブでは、ステージが行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行
方法を指定できます。
Head ステージ: 「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブを使用して、Head ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 130. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

行/すべての行

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

N/A

行/行数 (パーティ Count
ションごと)

10

いいえ

いいえ

N/A

行/周期 (パーティ 数値
ションごと)

N/A

いいえ

いいえ

N/A

行/スキップ (パー 数値
ティションごと)

N/A

いいえ

いいえ

N/A

パーティション番 N/A
パーティション/
すべてのパーティ 号
ション

いいえ

はい

N/A

数値
パーティション/
パーティション番
号

Y (「すべてのパ
ーティション」=
「偽」の場合)

はい

N/A

N/A

Head ステージ: 「行」カテゴリー:
「行」カテゴリーを使用して、Head ステージの処理方法を指定します。
すべての行
すべての入力行を出力データ・セットにコピーします。「スキップ」プロパティーを使用して、 Head ス
テージのコピー処理が行われる前に行をスキップすることができます。「すべての行」が「真」の場合、
「行数」プロパティーを設定する必要はありません。
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行数 (パーティションごと)
入力データ・セットの各パーティションから出力データ・セットにコピーする行数を指定します。デフォル
ト値は 10 です。「すべての行」が「真」の場合、「行数」プロパティーを設定する必要はありません。
周期 (パーティションごと)
パーティション内のレコードを P 番目ごとにコピーします。P は周期を表します。「スキップ」プロパテ
ィーを使用してレコードをスキップした後、コピー処理を開始することができます。 P は 1 以上でなけ
ればなりません。
スキップ (パーティションごと)
入力データ・セットの各パーティションの最初の number 行を無視します。 number はスキップする行数
です。デフォルトのスキップ数は 0 です。
Head ステージ: 「パーティション」カテゴリー:
「パーティション」カテゴリーを使用して、Head ステージの処理方法を指定します。
すべてのパーティション
これが「偽」に設定されている場合、番号で指定されたパーティションからのみ、レコードをコピーしま
す。デフォルトでは、すべてのパーティションから行がコピーされます。
パーティション番号
Head 処理が行われる特定のパーティションを指定します。「パーティション番号」プロパティーを複数指
定して、複数のパーティション番号を指定することができます。
Head ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
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v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Head ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Head ステージでは、 1 つの入力を想
定しています。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Head ステージでは、 1 つの入力を想
定しています。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、
Head 処理の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの
列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Head ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Head ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、入力データを Head 処理する前にそのデータをパーティション化または収
集する方法の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。
Head ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によってデ
ータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Head ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Head ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Head ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Head ス
テージのデフォルトのパーティション方式です。
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v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Head ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用
している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その
行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、Head 処理するよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できま
せん)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
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NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Head ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Head ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Head ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Head ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Head ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説
明については、ステージ・エディターを参照してください。
Head ステージ: 「マッピング」タブ:
Head ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列にマ
ッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには、入力列または生成された列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では
変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。

Tail ステージ
Tail ステージは、データのサンプリングに役立つ開発/デバッグ・ステージです。
Tail ステージには、単一の入力リンクと単一の出力リンクを設定できます。このステージは、InfoSphere
DataStage が数多く提供するサンプル・データ作成用ステージの 1 つです。次のステージも参照してくだ
さい。
v Head ステージ、 625 ページの『Head ステージ』
v Sample ステージ、 638 ページの『Sample ステージ』
v Peek ステージ、 648 ページの『Peek ステージ』
Tail ステージは、入力データ・セットの各パーティションから最後の N レコードを選択し、選択したレコ
ードを出力データ・セットにコピーします。次の項目を指定するプロパティーを設定することで、コピーさ
れるレコードを決定できます。
v コピーされるレコードの数
v レコードのコピー元となるパーティション
このステージは、大きなデータ・セットを扱うアプリケーションのテストやデバッグを行う際に役立ちま
す。例えば、「パーティション」プロパティーを使用すると、1 つのパーティション内のデータを確認し
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て、データが意図したとおりにパーティション化されているかどうかを判断できます。また、「スキップ」
プロパティーを使用すると、データ・セットの特定の部分にアクセスできます。

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

例
入力データ・セットは、Global 社の顧客請求情報データで構成されます。このデータ・セットは、事前に
4 つのパーティションにハッシュ・パーティション化されています。
入力データ・セットは、Global 社の顧客請求情報データで構成されます。このデータ・セットは、事前に
4 つのパーティションにハッシュ・パーティション化されています。デフォルト設定を適用して、各パーテ
ィションの末尾 10 行をサンプルとして使用します。
ジョブを実行すると、10 行で構成される 4 つのパーティションからなるデータ・セットが得られます。
Tail ステージに入力されるパーティション 0 と、ステージから出力されるパーティション 0 全体のサン
プルを次に示します。
"GC22145","ADELE BECKER","AM HUNGERSBERG 123","5/26/2004"
"GC20002","JEAN DUPONT","576 RUE DE PARIS","7/14/2003"
"GC13933","MARY GARDENER","127 BORDER ST","8/28/2009"
"GC20040","NICOLE GIRARD","1234 QUAI DE LA TOURNELLE","10/31/2007"
"GC21745","ELIZABETH PARKER","35 YORK ROAD","1/31/2006"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC20049","DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","3/3/2003"
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC21874","WINSTON HILL","87 MULBERRY CLOSE","GC21874","5/12/2011"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"
"GC20021","PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","11/14/2007"
"GC22478","KLAUS SCHMIDT","WOLBURGSWEG 7645","5/11/1999"
"GC20012","MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","12/30/2008"
"GC14127","HUW WILLIAMS","579 DIGBETH AVENUE","6/29/2011"
"GC20049","DANIELLE BLANC","987 BOULEVARD AUXERRE","3/3/2003"
"GC13849","JON SMITH","789 LEDBURY ROAD","2/17/2007"
"GC14036","CHRIS TRAIN","1400 NEW ST","9/7/1998"
"GC14263","SARA PEARS","45 ALCESTER WAY","4/12/2008"
"GC21874","WINSTON HILL","87 MULBERRY CLOSE","GC21874","5/12/2011"
"GC14346","LUC TEACHER","3 BIRMINGHAM ROAD","11/7/2010"
"GC20021","PIERRE FOURNIER","321 RUE VOLTAIRE","11/14/2007"
"GC22478","KLAUS SCHMIDT","WOLBURGSWEG 7645","5/11/1999"
"GC20012","MARIE TISON","14 AVENUE DE CALAIS","12/30/2008"
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Tail ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Tail ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Tail ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Tail ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブの「行」カテゴリーで次のように指定します。
– ソース・データ・セットからターゲット・データ・セットにコピーする、パーティションごとの行数
を指定します。デフォルトは 10 です。
「パーティション」カテゴリーで次の操作を行います。
– ステージで、選択したパーティション内の行のみを出力するように指定します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、Tail 処理したデータを出力列にマッピングする方法を指定し
ます。

Tail ステージ: 「ステージ」ページ
Tail ステージの性質は、Tail ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。
Tail ステージ: 「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブを使用して、Tail ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 131. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

10

いいえ

いいえ

キー

パーティション番 N/A
パーティション/
すべてのパーティ 号
ション

いいえ

はい

N/A

数値
パーティション/
パーティション番
号

Y (「すべてのパ
ーティション」=
「偽」の場合)

はい

N/A

行/行数 (パーティ Count
ションごと)
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N/A

Tail ステージ: 「行」カテゴリー:
「行」カテゴリーを使用して、Tail ステージの処理方法を指定します。
行数 (パーティションごと)
入力データ・セットの各パーティションから出力データ・セットにコピーする行数を指定します。デフォル
ト値は 10 です。
Tail ステージ: 「パーティション」カテゴリー:
「パーティション」カテゴリーを使用して、Tail ステージの処理方法を指定します。
すべてのパーティション
これが「偽」に設定されている場合、番号で指定されたパーティションからのみ、レコードをコピーしま
す。デフォルトでは、すべてのパーティションからレコードをコピーします。
パーティション番号
Tail 処理が行われる特定のパーティションを指定します。「パーティション番号」プロパティーを複数指
定して、複数のパーティション番号を指定することができます。
Tail ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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Tail ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Tail ステージでは、1 つの入力を想定
しています。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Tail ステージでは、1 つの入力を想定
しています。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、 Tail
処理の前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列定義
を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Tail ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Tail ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、入力データを Tail 処理する前にそのデータをパーティション化または収集
する方法の詳細を指定できます。また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。ジョブ内の直前のステージで「パーティションの保持」オプションが設定されていると、こ
のステージでは入力データのパーティションが維持されない場合に警告されます。
Tail ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によってデ
ータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Tail ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Tail ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Tail ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されてい
る場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定するこ
とができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Tail ステ
ージのデフォルトのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
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v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Tail ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使用
している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、その
行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、Tail 処理するよ
うに指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力
データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデ
ータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択し
たパーティション方式によって異なります。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
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ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Tail ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Tail ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Tail ステージに設定できる出力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Tail ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Tail ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説
明については、ステージ・エディターを参照してください。
Tail ステージ: 「マッピング」タブ:
Tail ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列にマ
ッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには、入力列または生成された列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では
変更できません。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。

Sample ステージ
Sample ステージは、入力データ・セットのサンプリングを行う開発/デバッグ・ステージです。
「パーセント」モードで動作する場合、このステージには 1 つの入力リンクとさまざまな出力リンクを設
定できます。また、「周期」モードで動作する場合は、1 つの入力と 1 つの出力リンクを設定できます。
このステージは、InfoSphere DataStage が数多く提供するサンプル・データ作成用ステージの 1 つです。
次のステージも参照してください。
v Head ステージ、 625 ページの『Head ステージ』
v Tail ステージ、 632 ページの『Tail ステージ』
v Peek ステージ、 648 ページの『Peek ステージ』
Sample ステージは 2 種類のモードで動作します。「パーセント」モードでは、乱数発生ルーチンで行を選
択して抽出し、その行を指定されたパーセンテージで各出力データ・セットに書き込みます。ユーザーは出
力データ・セットの数と、各データ・セットに書き込まれるパーセンテージ、乱数発生ルーチンを開始する
シード値を指定します。出力の数、パーセンテージ、およびシード値に同じ数値を指定して処理を繰り返す
と、同じ分布の結果を再現できます。
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「周期」モードでは、各パーティションから行を N 番目ごとに抽出します。ここで、N はユーザーが指定
した周期です。このモードの場合、すべての行が 1 つのデータ・セットに出力されます。したがって、こ
のモードでステージを使用する場合、設定できる出力リンクは 1 つだけです。

どちらのモードでも、各パーティションからサンプリングする行の最大数を指定できます。
このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。サンプリングに使用するデータ・セットの詳細を指定します。
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v 「出力」ページ。ステージから出力されるサンプル・データの詳細を指定します。

例
パーセント・モードでのサンプリング:
この例では、GlobalCo 社の顧客の請求情報をパーセント・モードで示しています。
この入力データ・セットは、GlobalCo 社の顧客の請求情報データで構成されます。これらのデータは、事
前に 4 つのパーティションにハッシュ・パーティション化されています。 10%、15%、および 20% の 3
つのサンプリングを取り、3 つの異なるファイルに書き込みます。
「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、どの出力にどのパーセンテージで書き込むかを次のように
指定します。

図 33. 「プロパティー」タブ

「リンク順序」タブを使用して、出力と出力リンクの関連付けを指定します。
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図 34. 「リンク順序」タブ

ジョブを実行すると、次の表に示す 3 つの異なるサイズのデータ・セットが得られます。 (データ・セッ
ト・マネージャーを使用して各データ・セットを確認すると、次の情報が見られます。)
表 132. 10 パーセントのサンプル
#

ノード

レコード

ブロック

バイト

0

node1

27

2

34194

1

node2

21

1

26586

2

node3

18

1

22788

3

node4

21

1

26598

表 133. 15 パーセントのサンプル
#

ノード

レコード

ブロック

バイト

0

node1

12

1

15192

1

node2

10

1

12660

2

node3

13

1

16458

3

node4

16

1

20256

表 134. 20 パーセントのサンプル
#

ノード

レコード

ブロック

バイト

0

node1

26

2

32928

1

node2

29

2

36738

2

node3

32

2

40527

3

node4

29

2

36714

第 9 章 パラレル・ジョブのデバッグ

641

「周期」モードでのサンプリング:
この例では、サンプリングできるデータ・セットが 1 つに限定されている周期モードを示しています。
この例では、各パーティションから 20 行ごとに行を抽出し、最大で 40 行をサンプリングします (実際に
は、この例のデータ・セットは最大数に到達するほど大きくありません)。「周期」モードでは、サンプリ
ングできるデータ・セットは 1 つだけです。
「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、周期モードのサンプリングを次のように指定します。

図 35. 「プロパティー」タブ

ステージからの出力は 1 つのみなので、「リンク順序」タブを設定する必要はありません。
ジョブを実行すると、各パーティションからサンプルが 1 つずつ作成されます。パーティション 0 からサ
ンプリングしたデータを次に示します。
表 135. パーティション 1 のデータ
DocumentID

Year

Fname

Sname

Office

WBR 96 folio 34

1627

Guye

Beckley

なし

(court leet attendees)

1687

Thomas

Cisill

なし

WBR 96 folio 34

1627

John

Dizell

freeman

WBR 96 folio 1-46

1662

Gyles

Franklyn

councillor

WBR 96 folio 1-46

1662

John

Hawkins

なし

WBR 96 folio 34

1627

Edward

Johnson

freeman

WBR 96 folio 21

1622

William

Neele

なし

WBR 96 folio 11

1617

Thomas

Paynter

freeman
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表 135. パーティション 1 のデータ (続き)
DocumentID

Year

Fname

Sname

Office

WBR 96 folio 1-46

1662

James

Ryman

freeman

WBR 96 folio 21

1622

Mathew

Tomes

freeman

WBR 96 folio 21

1622

John

Woodroffe

なし

Sample ステージ: ファースト・パス
このセクションでは、Sample ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Sample ステージをジョブに組み
込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能
にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Sample ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、サンプル・モードを指定します。デフォルトでは「パ
ーセント」になっていますが、「周期」も選択できます。
「パーセント」を選択した場合は、出力リンクのサンプリングのパーセンテージを指定し、出力する出
力リンク番号を指定します (リンク番号は 0 から始まります)。これらのプロパティーを反復して、出力
リンクそれぞれにパーセンテージを指定します。
「周期」モードを選択した場合は、「周期」を指定します。これは、各パーティションの N 番目の行を
毎回サンプリングします。
v パーセント・モードを選択した場合、「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、実際の出力リンク
のどれがリンク 0、リンク 1 などに対応するかを指定します。
v 「出力」ページの「マッピング」タブで、各リンク上の出力列を入力データの列から取得する方法を指
定します。

Sample ステージ: 「ステージ」ページ
Sample ステージの性質は、Sample ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。「リンク順序」タ
ブでは、各出力リンクの順序を指定できます。
Sample ステージ: 「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブを使用して、Sample ステージの処理方法を指定します。
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「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 136. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/サン
プル・モード

パーセント/周期

パーセント

はい

いいえ

N/A

オプション/パー
セント

数値

N/A

Y (「サンプル・
モード」=「パー
セント」の場合)

はい

N/A

オプション/出力
リンク番号

数値

N/A

はい

いいえ

パーセント

オプション/シー
ド

数値

N/A

いいえ

いいえ

N/A

オプション/周期
(パーティション
ごと)

数値

N/A

Y (「サンプル・
モード」=「周
期」の場合)

いいえ

N/A

数値
オプション/パー
ティションごとの
最大行数

N/A

いいえ

いいえ

N/A

Sample ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Sample ステージの処理方法を指定します。
サンプル・モード
サンプリング処理のタイプを指定します。入力行のパーセントに基づいてサンプリングする (「パーセン
ト」) か、またはパーティションごとに N 番目の行をサンプリングする (「周期」) ことができます。
パーセント
「サンプル・モード」を「パーセント」に設定する場合に、各出力データ・セットに適用するサンプリング
のパーセンテージを指定します。このプロパティーを反復して、出力データ・セットごとに異なるパーセン
テージを指定することができます。すべての出力データ・セットに指定するパーセンテージの合計が 100%
を超えないようにしてください。必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。
「パーセント」プロパティーには、従属プロパティーがあります。
v 「出力リンク番号」。
パーセンテージが対応する出力リンクを指定します。必要に応じて、ジョブ・パラメーターを指定する
ことができます。
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シード
乱数発生ルーチンの初期化に使用される数値です。必要に応じて、ジョブ・パラメーターを指定することが
できます。このプロパティーは、「サンプル・モード」が「パーセント」に設定されている場合にのみ有効
です。
周期 (パーティションごと)
「サンプル・モード」を「周期」に設定する場合に、周期を指定します。
パーティションごとの最大行数
各パーティションからサンプリングする最大行数を指定します。
Sample ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。次のス
テージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするように要求しま
す。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
Sample ステージ: 「リンク順序」タブ:
「パーセント」モードの場合、このタブでは、出力リンクが処理される順序を指定できます。
この指定によって、出力リンクが「プロパティー」タブ出力リンク番号」プロパティーにどのように対応す
るかを示します。
デフォルトでは、出力リンクは追加された順序で処理されます。順序を変えるには、出力リンクを選択して
から上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。
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Sample ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、サンプリングするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンク
は 1 つだけです。
「入力」ページでは、サンプリングするデータ・セットの詳細を指定できます。このステージの入力リンク
は 1 つだけです。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。
Sample ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般
的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Sample ステージ: 入力リンクでのパーティション:
「パーティション」タブでは、サンプリングを実行する前に入力データをパーティション化または収集する
方法の詳細を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。ジョブ内の直前のステージで
「パーティションの保持」オプションが設定されている場合、このステージでは、入力データのパーティシ
ョンが維持できなければ、警告を出します。
Sample ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータが書き込まれる前に、まずデフォル
トの「自動」コレクション方式によってデータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Sample ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Sample ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロッ
プダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティ
ションをオーバーライドします。
順次モードで Sample ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されて
いる場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定する
ことができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが、Sample
ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
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v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Sample ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」モードを使
用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能になり次第、そ
の行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、サンプリングを実
行するように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステー
ジで入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートされます。ステージ
でデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選
択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用で
きません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
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ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Sample ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Sample ステージからの出力データの詳細を指定できます。
「パーセント」モードでは、ステージにさまざまな出力を指定できます。「周期」モードでは、1 つの入力
だけ指定できます。「出力リンク」ドロップダウン・リストから目的のリンクを選択します。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、出力データの列定
義を指定します。「マッピング」タブでは、Sample ステージに入力される列と出力列との関係を指定でき
ます。「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。「高度」タブで
は、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Sample ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な
説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Sample ステージ: 「マッピング」タブ:
Sample ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列に
マッピングするかを指定できます。
左のペインに、サンプリングされたデータの列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上で
は変更できません。ここには入力リンクのメタデータが表示されます。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。

Peek ステージ
Peek ステージは開発/デバッグ・ステージです。このステージには 1 つの入力リンクとさまざまな出力リ
ンクを設定できます。
Peek ステージを使用して、入力データ・セットのレコードを 1 つ以上の出力データ・セットにコピーしな
がら、レコード列の値をジョブ・ログまたは別の出力リンクに出力できます。Head ステージ ( 625 ページ
の『Head ステージ』) や Tail ステージ ( 638 ページの『Sample ステージ』) と同様、Peek ステージはア
プリケーションの進行状況のモニターや、アプリケーション内のバグの診断に使用すると便利です。
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このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。選択するレコードが入っている単一の入力セットの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される処理済みデータの詳細を指定します。

Peek ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Peek ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Peek ステージをジョブに組み込
むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定の機能に
アクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明します
が、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Peek ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、デフォルト設定が要件に適合していることを確認しま
す。
v 「ステージ」ページの「リンク順序」タブで、ピーク済みレコードをジョブ・ログではなくリンクに出
力するように選択した場合は、ピーク済みレコードを送り出す出力リンクを選択します。

Peek ステージ: 「ステージ」ページ
Peek ステージの性質は、Peek ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。
Peek ステージ: 「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブを使用して、Peek ステージの処理方法を指定します。
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「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 137. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

行/すべてのレコ
「真」/「偽」
ード (スキップ後)

偽

いいえ

いいえ

N/A

行/レコード数 (パ 数値
ーティションご
と)

10

はい

いいえ

N/A

行/周期 (パーティ 数値
ションごと)

N/A

いいえ

いいえ

N/A

行/スキップ (パー 数値
ティションごと)

N/A

いいえ

いいえ

N/A

列/すべての入力
列をピーク

「真」/「偽」

真

はい

いいえ

N/A

列/ピークする入
力列

入力列

N/A

Y (「すべての入
力列をピーク」=
「偽」の場合)

はい

N/A

「真」/「偽」
パーティション/
すべてのパーティ
ション

真

はい

いいえ

N/A

数値
パーティション/
パーティション番
号

N/A

Y (「すべてのパ
ーティション」=
「偽」の場合)

はい

N/A

ジョブ・ログ/出
オプション/ピー
ク・レコード出力 力
モード

ジョブ・ログ

いいえ

いいえ

N/A

オプション/列名
を表示

真

いいえ

いいえ

N/A

スペース

いいえ

いいえ

N/A

「真」/「偽」

オプション/区切
スペース/改行/タ
り文字ストリング ブ

Peek ステージ: 「行」カテゴリー:
「行」カテゴリーを使用して、Peek ステージの処理方法を指定します。
すべてのレコード (スキップ後)
「真」に設定すると、各パーティションのすべてのレコードが出力されます。デフォルトでは「偽」に設定
されています。
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レコード数 (パーティションごと)
各パーティションから出力するレコード数を指定します。デフォルト設定は 10 です。
周期 (パーティションごと)
パーティション内のレコードを P 番目ごとに出力します。P は周期を表します。「スキップ」プロパティ
ーを使用してレコードをスキップした後、コピー処理を開始することができます。 P は 1 以上でなけれ
ばなりません。
スキップ (パーティションごと)
入力データ・セットの各パーティションの最初の number 行を無視します。 number はスキップする行数
です。デフォルトのスキップ数は 0 です。
Peek ステージ: 「列」カテゴリー:
デフォルト設定は「真」です。すべての入力列が出力されます。
すべての入力列をピーク
デフォルト設定は「真」です。すべての入力列が出力されます。「偽」に設定すると、選択した列だけが出
力されます。列は「ピークする入力列」プロパティーを使用して指定します。
ピークする入力列
「すべての入力列をピーク」を「偽」に設定した場合、このプロパティーを使用して出力する列を指定しま
す。複数の列を指定する場合は、このプロパティーを反復します。
Peek ステージ: 「パーティション」カテゴリー:
「パーティション」カテゴリーを使用して、Peek ステージの処理方法を指定します。
すべてのパーティション
デフォルトでは「真」に設定されています。「偽」に設定すると、特定のパーティションの列のみを出力す
ることを指定します。パーティションは「パーティション番号」プロパティーを使用して指定します。
パーティション番号
「すべてのパーティション」を「偽」に設定している場合、このプロパティーを使用して列の出力元となる
パーティションを指定します。複数の列を指定する場合は、このプロパティーを反復します。
Peek ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Peek ステージの処理方法を指定します。
ピーク・レコード出力モード
出力を出力列 (ピーク・レコード列) に送るか、ジョブ・ログに送るかを指定します。
列名を表示
「真」に設定するとステージは列名、コロン、列の値の順に出力します。「偽」に設定すると、ステージは
列の値 (後にスペースが続きます) のみ出力します。デフォルトで「真」に設定されています。
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区切り文字ストリング
列の区切り文字として使用するストリング。「スペース」、「タブ」、「改行」のいずれかを指定できま
す。デフォルトは「スペース」です。
Peek ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。前のステージから引き継がれた「設定」また
は「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリア」を選択することもできます。ジョブ
内の次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設定」を選択して、そうするよう
に要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
Peek ステージ: 「リンク順序」タブ:
このタブでは、レコードの出力先としてジョブ・ログでなくリンクを選択している場合に、ピーク・レコー
ド・データ・セットをどの出力リンクに出力するかを指定できます。
デフォルトでは、最後に追加されたリンクがピーク・データ・セットを示します。 リンクの順序を変える
には、出力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。

Peek ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Peek ステージには、1 つの入力デー
タ・セットが必要です。
「入力」ページでは、入力データ・セットの詳細を指定できます。Peek ステージには、1 つの入力デー
タ・セットが必要です。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、デー
タを調べる前に入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力データの列
定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
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Peek ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Peek ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、入力データを調べる前にそのデータをパーティション化または収集する方法
の詳細を指定できます。
また、データを処理する前にソートするように指定することもできます。
デフォルトで、このステージは、「自動」モードでパーティション化します。現行ステージと直前のステー
ジの実行モード、および構成ファイルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式が
決定されます。ジョブ内の直前のステージで「パーティションの保持」オプションが設定されていると、こ
のステージでは入力データのパーティションが維持されない場合に警告されます。
Peek ステージが順次モードで作動している場合、まずデフォルトの「自動」コレクション方式によってデ
ータが収集されます。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Peek ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Peek ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイプ」ドロップ
ダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。これは、現行のパーティシ
ョンをオーバーライドします。
順次モードで Peek ステージを実行するように設定していても、直前のステージはパラレルで実行されてい
る場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式を設定するこ
とができます。この設定はデフォルトのコレクション方式よりも優先されます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これは Peek ス
テージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
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v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のコレクション方式を決定します。これは Peek ステ
ージのデフォルトのコレクション方式です。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この場合、
「利用可能」リストからコレクション・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、調べるように指定
することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージで入力データの
パーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステージでデータを収
集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したパーテ
ィション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用できません)。
次のようにチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Peek ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Peek ステージからの出力データの詳細を指定できます。
Peek ステージには、任意の数の出力リンクを設定できます。詳細を表示するリンクを「出力名」ドロップ
ダウン・リストから選択します。
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「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「列」タブでは、データの列定義を
指定します。「マッピング」タブでは、Peek ステージに入力される列と出力列との関係を指定できます。
「高度」タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Peek ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的な説
明については、ステージ・エディターを参照してください。
Peek ステージ: 「マッピング」タブ:
Peek ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、どの入力列を出力列にマ
ッピングするか、または出力列をどのように生成するかを指定できます。
左のペインには、調べられる列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更できませ
ん。
右のペインには各リンク用の出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列を
導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。

Row Generator ステージ
Row Generator ステージは開発/デバッグ・ステージです。
Row Generator ステージには、入力リンクは設定できませんが、出力リンクを 1 つ設定できます。
Row Generator ステージでは、指定したメタデータに合わせて模擬データが生成されます。ジョブのテスト
が必要でも処理に使用できる実際のデータがない場合、このステージが便利です。( 662 ページの『Column
Generator ステージ』で、既存のデータ・セットに列を追加できる Column Generator ステージも参照して
ください。)
出力リンクで指定するメタデータによって、生成される列が決まります。
10 進数値の場合、Row Generator ステージは dfloat を使用します。その結果として、生成された値は、浮
動小数点数値の近似的性質に従うことになります。浮動小数点数の有効範囲内の値がすべて表示できるわけ
ではありません。値がゼロからかけ離れるほど、有効数字の桁数が大きくなり、表示可能な値の間の差が広
がります。

このステージ・エディターには次の 2 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される生成データの詳細を指定します。
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例
Row Generator ステージのデフォルト・モードでの使用法:
このプロパティーを使用して、該当のデータ・タイプのデフォルト設定を使用してデータ・セットを生成し
ます。
この例では、Row Generator ステージで、データ・タイプのデフォルト設定を使用してデータ・セットを生
成します。変更を 1 つのみ加えます。デフォルトでは 10 行生成しますが、100 行生成するように指定し
ます。これは、「プロパティー」タブのレコード数プロパティーを 100 に設定して行います。
生成するデータ・セットの列の数および各列のタイプをステージに指定する必要があります。これは、「出
力」ページの「列」タブで次の列定義を指定して行います。
表 138. 列定義
列名

SQL タイプ

string

Char

date

Date

time

Time

timestamp

Char

integer

integer

decimal

Decimal

ジョブを実行すると、InfoSphere DataStage は、次のような行を含むデータ・セットを生成します (サンプ
ルを以下に示します)。
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図 36. サンプル・データ・セット

このサンプルから、デフォルトでどのようなタイプのデータ・セットが生成されるかがわかります。例え
ば、日付フィールドの場合、最初の行は 1960 年 1 月 1 日であり、以降の行では 1 日ずつ増えていま
す。
生成されるデータの形を指定する必要がある場合は、各データ・タイプについて更に詳細を指定することが
できます。
生成されるデータを指定する例:
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで、生成されるデータのタイプをさらに詳細に指定できます。
このダイアログ・ボックスには、「出力」ページの「列」タブに表示される個々の列定義の「行の編集...」
ショートカット・メニューからアクセスできます。
「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスに表示されるオプションは、各データ・タイプによって異なり
ます。使用可能なオプションについては、ジェネレーターで説明しています。「次へ>」ボタンと「<戻
る」ボタンを使用して、すべての列に移動できます。
このダイアログ・ボックスを使用して、生成されるデータに対して次のように指定します。
v string
– アルゴリズム = サイクル
– 独立した 7 つの「値」(動物の種類)
v date
– エポック = 1958-08-18
– タイプ = サイクル
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– 増加 = 10
v time
– スケール・ファクター = 60
– タイプ = サイクル
– 増加 = 1
v timestamp
– エポック = 1958-08-18
– スケール・ファクター = 60
– タイプ = サイクル
– 増加 = 1
v integer
– タイプ = サイクル
– 初期値 = 300
– 増加 = 10
– 制限 = 3000
v decimal
– 無効値の割合 = 20
– ゼロの割合 = 20
– タイプ = ランダム
– シード = 200
これらの設定で生成されたデータを次に示します。デフォルト設定で生成されたデータと比較してくださ
い。
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図 37. 生成されたデータ

パラレルでデータを生成する例:
デフォルトでは、Row Generator ステージは順次に実行され、データを 1 つのパーティションに生成しま
す。
しかし、このステージはパラレルで実行するように構成でき、データを生成する際にパーティション番号を
使用できます。例えば、パーティションの個数ずつ値を増分できます。各パーティションに生成されるレコ
ード数を指定することもできます (例では 100 レコードに指定しているため、パーティションごとに 100
レコード分が生成されます。パーティションの個数で 100 レコードを割り算した値ではありません)。
この例では、2 つの整数からなるデータ・セットを生成しています。1 つは循環で生成され、もう 1 つは
乱数生成されます。
循環する整数値の初期値はパーティション番号に設定し (特殊値「part」を使用)、増分はパーティション数
(特殊値「partcount」を使用) に設定します。これは「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスで次のよう
に設定します (「列」タブで列を選択して、ショートカット・メニューから「行の編集...」を選択します)。
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図 38. 生成プログラムの設定

ランダムな整数値のシード値はパーティション番号に設定し、制限はパーティションの合計数に設定しま
す。
このジョブを 4 ノード・システム上でパラレルに実行する場合、パーティション 0 で生成されるデータは
次のとおりです。
表 139. パーティション 0 のデータ
integer1

integer2

0

1

4

2

8

3

12

2

16

3

20

1

24

2

28

3

32

3

36

1

40

0

44

3

48

3

52

2

56

0

60

0

64

1

68

3

72

2

76

2

80

0

84

1

...

...
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Row Generator ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Row Generator ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Row Generator ステージをジョブ
に組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、特定
の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を説明
しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Row Generator ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、生成するレコード数を指定します。
v 生成する行のメタデータを指定します。この指定は、「出力」ページの「列」タブを使用するか、ある
いは、「ステージ」ページの「プロパティー」タブでスキーマ・ファイル・プロパティーを使用してス
キーマ・ファイルを指定するか、いずれでも行うことができます。

Row Generator ステージ: 「ステージ」ページ
Row Generator ステージの性質は、Row Generator ステージの「ステージ」ページから指定できます。
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。
Row Generator ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。デフォルトで、生成ステージは順次モードで実行されます。パラレル・モードを選択
すると、別々のパーティションにデータ・セットが生成されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。入力データ・セットが存在する場合、前のス
テージから引き継がれた「設定」または「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリ
ア」を選択することもできます。次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設
定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
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Row Generator ステージ: 「出力」ページ
「出力」ページでは、Row Generator ステージからの出力データの詳細を指定できます。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、ステー
ジが行う処理内容を指定できます。「列」タブでは、出力データの列定義を指定します。「高度」タブで
は、出力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Row Generator ステージ: 「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブを使用して、Row Generator ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。次の表に、プロパ
ティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティーの詳細を説明しま
す。
表 140. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/レコ
ード数

数値

10

はい

いいえ

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

いいえ

N/A

Row Generator ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Row Generator ステージの処理方法を指定します。
レコード数
生成されるデータ・セットに含まれるレコードの数。
デフォルト数は 10 です。
スキーマ・ファイル
デフォルトで、ステージは出力リンクに定義されているメタデータに基づいて模擬データ・セットを作成し
ます。しかし、必要に応じてスキーマ・ファイルに列定義を指定することができます。スキーマ・ファイル
を参照するか、またはジョブ・パラメーターを指定することができます。

Column Generator ステージ
Column Generator ステージは開発/デバッグ・ステージです。このステージは、入力データに列を追加し、
処理される各データ行に対してこれらの列の模擬データを生成します。
Column Generator ステージは開発/デバッグ・ステージです。このステージには 1 つの入力リンクおよび 1
つの出力リンクを設定できます。
Column Generator ステージは、入力データに列を追加し、処理される各データ行に対してこれらの列の模
擬データを生成します。続いて、新規データ・セットが出力されます。( 655 ページの『Row Generator ス
テージ』で、完全な模擬データのセットを生成できる Row Generator ステージも参照してください。)

662

パラレル・ジョブ開発者ガイド

このステージ・エディターには次の 3 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。入力リンクの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。ステージから出力される生成データの詳細を指定します。

Column Generator ステージ例
この例では、17 世紀の Oxfordshire 州 Woodstock の住民リストが入ったデータ・セットに列を追加しま
す。
追加する列には、各行のユニーク ID を設定します。
Column Generator ステージへの入力データの列は次のとおりです。
表 141. 入力データ
列名

SQL タイプ

長さ

DocumentID

VarChar

50

Year

VarChar

50

Orderno

Integer

10

Fname

VarChar

50

Sname

VarChar

50

Office

VarChar

50

次のように Column Generator ステージのプロパティーを設定して、「uniqueid」という列をデータ・セッ
トに追加します。
v 列指定方式 = 明示指定
v 生成する列 = uniqueid
「出力」ページ・マッピング」タブに新しい列が表示され、出力リンクにマッピングできるようになります
(マッピングすると、「出力」ページの「列」タブに表示されます)。
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図 39. 「マッピング」タブ

この例では、「出力」ページの「列」タブで「uniqueid」列を選択し、ショートカット・メニューから「行
の編集...」を選択します。「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスが表示され、新しい列で生成するデ
ータの詳細を指定できます。最初に、デフォルトの char から integer にタイプを変更します。ジョブをパ
ラレルで実行しているので、生成する ID は全パーティション内で一意でなければなりません。そのた
め、初期値をパーティション番号 (特殊値「part」を使用) に設定し、増分をパーティション数 (特殊値
「partcount」を使用) に設定します。
ノードが 4 個のシステム上でジョブをパラレル実行すると、そのステージは、各行に対して列「uniqueid」
を生成します。次に示すのはパーティション 0 とパーティション 1 のサンプルです。一意の番号がどのよ
うに生成されているかを確認してください。
表 142. パーティション 0 用のユニークな数値の生成
uniqueid

DocumentID

Year

Orderno

Fname

Sname

0

WBR 96 folio 11

1617

110

Henry

Archer

4

WBR 96 folio 15

1619

115

Henry

Archer

8

WBR 96 folio 21

1622

117

Henry

Archer

12

WBR 96 folio 15

1619

95

John

Archer

16

WBR 96 folio 21

1622

82

John

Archer

20

WBR 96 folio 34

1627

95

John

Archer

24

WBR 96 folio
1-46

1662

125

Thomas

Archer

28

(court leet
attendees)

1687

67

Thomas

Archer
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表 142. パーティション 0 用のユニークな数値の生成 (続き)
uniqueid

DocumentID

Year

Orderno

Fname

Sname

32

Portmouth Book

1616

36

William

Archer

36

WBR 96 folio 11

1617

37

William

Archer

40

WBR 96 folio
1-46

1662

102

William

Ball

44

WBR 96 folio 11

1617

59

George

Barnsley

48

Portmouth Book

1616

35

John

Batt

52

Portmouth Book

1616

65

John

Batt

56

WBR 96 folio 11

1617

35

John

Batt

60

WBR 96 folio 15

1619

37

John

Batt

64

WBR 96 folio 15

1619

38

John

Batt

68

WBR 96 folio 15

1619

114

Gey

Becksley

72

WBR 96 folio 21

1622

116

Gey

Becksley

76

WBR 96 folio 34

1627

114

Guye

Becksley

表 143. パーティション 1 用のユニークな数値の生成
uniqueid

DocumentID

Year

Orderno

Fname

Sname

1

WBR 96 folio 21

1622

113

Marmad

?

5

WBR 96 folio 21

1622

68

Thomas

Asplene

9

(court leet
attendees)

1687

83

Charles

Aston

13

WBR 96 folio 34

1627

107

Richard

Barnshooe

17

WBR 96 folio 34

1627

103

Walter

Bayless

21

(court leet
attendees)

1687

3

Nicholas

Baynton

25

WBR 96 folio 21

1622

111

Robert

Belcher

29

WBR 96 folio 11

1617

102

Thomas

Belcher

33

WBR 96 folio
1-46

1662

24

Perrigrine

Bertie

37

WBR 96 folio
1-46

1662

16

John

Bignill

41

Portmouth Book

1616

16

Robert

Bignill

45

WBR 96 folio
1-46

1662

48

James

Blunden

49

(court leet
attendees)

1687

66

William

Blunden

53

WBR 96 folio
1-46

1662

119

John

Borman

57

WBR 96 folio 11

1617

68

Henry

Bradshaw

61

WBR 96 folio 34

1627

88

William

Bradshaw

65

WBR 96 folio 21

1622

23

Robert

Brewce

69

WBR 96 folio 21

1622

21

Thomas

Brewce
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表 143. パーティション 1 用のユニークな数値の生成 (続き)
uniqueid

DocumentID

Year

Orderno

Fname

Sname

73

WBR 96 folio
1-46

1662

84

Richard

Broffett

77

(court leet
attendees)

1687

34

John

Brotherton

Column Generator ステージ: ファースト・パス
このセクションでは Column Generator ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Column Generator ステージをジ
ョブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、
特定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を
説明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。

手順
1. 「ステージ」ページの「プロパティー」タブで、列指定方式を指定します。デフォルトで、「明示指
定」になっています。これは、生成する列のメタデータを「出力」ページの「列」タブで指定する必要
があるという意味です。「明示指定」方式を選択した場合は、「生成する列」プロパティーで生成する
出力リンク列も指定する必要があります。このプロパティーを反復させて、複数の列を指定できます。
「スキーマ・ファイル」方式を選択した場合は、スキーマ・ファイルを指定する必要があります。
2. 追加する列のメタデータを必ず指定します。列指定方式に「明示指定」を設定した場合は、「出力」ペ
ージの「列」タブでこれを指定します。列指定方式に「スキーマ・ファイル」を指定した場合は、スキ
ーマ・ファイルを指定します。
3. 「出力」ページの「マッピング」タブで、入力列および生成済みの列を出力列にマッピングする方法を
指定します。

Column Generator ステージ: 「ステージ」ページ
「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「プロパティー」タブでは、ステージが
行う処理内容を指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法を指定できます。
Column Generator ステージ: 「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブを使用して、Column Generator ステージの処理方法を指定します。
「プロパティー」タブで、そのステージの実際の処理を決定するプロパティーを指定できます。一部のプロ
パティーは必須指定で、多くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパテ
ィーは警告色 (デフォルトでは赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
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表 144. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/列指
定方式

明示指定/列指定
方式

明示指定

はい

いいえ

N/A

オプション/生成
する列

出力列

N/A

はい

Y (「列指定方
式」=「明示指
定」の場合)

N/A

オプション/スキ
ーマ・ファイル

パス名

N/A

いいえ

N/A
Y (「列指定方
式」=「スキー
マ・ファイル」の
場合)

Column Generator ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Column Generator ステージの処理方法を指定します。
列指定方式
ステージでデータを生成する列をユーザーが指定する場合は「明示指定」を選択します。列定義が含まれて
いるスキーマ・ファイルを指定する場合は「スキーマ・ファイル」を選択します。
生成する列
「列指定方式」で「明示指定」を選択した場合、このプロパティーを使用して、ステージでデータを生成す
る対象の出力列を指定できます。複数の列を指定する場合は、このプロパティーを反復します。列ごとのプ
ロパティーは、「列メタデータ編集」ダイアログ・ボックスの「パラレル」タブを使用して、指定できます
(「出力」ページの「列」タブの列グリッドのショートカット・メニューからもアクセスできます)。必要で
あれば「列の選択」ダイアログ・ボックスを使用して、一度に複数の列を指定することができます。
スキーマ・ファイル
「列指定方式」で「スキーマ・ファイル」を選択した場合、このプロパティーを使用して、スキーマ・ファ
イルの列定義を指定することができます。スキーマ・ファイルを参照するか、またはジョブ・パラメーター
を指定することができます。
Column Generator ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。ステージはパラレル・モードか順次モードで実行できます。パラレル・モードでは、
入力データは構成ファイルで指定された使用可能なノードと、「高度」タブで指定されたノード制約に
よって処理されます。順次モードでは、データ・セット全体がコンダクター・ノードにより処理されま
す。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
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v 「パーティションの保持」。デフォルトは「伝搬」です。入力データ・セットが存在する場合、前のス
テージから引き継がれた「設定」または「クリア」が採用されます。明示的に「設定」または「クリ
ア」を選択することもできます。次のステージでパーティションを維持する必要がある場合は、「設
定」を選択して、そうするように要求します。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

Column Generator ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、生成した列を追加する入力データ・セットの詳細を指定できます。このステージに
は、「全般」タブ、「パーティション」タブ、および「列」タブがあります。
「入力」ページでは、生成した列を追加する入力データ・セットの詳細を指定できます。設定できる入力リ
ンクは 1 つだけ (オプション) です。
「全般」タブでは、リンクの説明 (オプション) を指定できます。「パーティション」タブでは、ソース・
データ・セット・リンクの入力データをパーティション化する方法を指定できます。「列」タブでは、入力
データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更で
きます。
列生成ステージでのパーティションの詳細について、次のセクションで説明します。その他のタブの全般的
な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Column Generator ステージ: 入力リンクでのパーティション:
「パーティション」タブで、生成を実行する前に入力データをパーティション化または収集する方法の詳細
を指定できます。
デフォルトで、このステージは「自動」パーティション方式を使用します。
Column Generator ステージが順次モードで作動している場合、ファイルにデータを書き込む前に、まずデ
フォルトの「自動」コレクション方式によってデータを収集します。
「パーティション」タブでは、このデフォルトの動作をオーバーライドできます。正確には、このタブの処
理は以下によって決まります。
v Column Generator ステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
v ジョブ内の直前のステージがパラレル・モードと順次モードのどちらで実行されるのか。
Column Generator ステージをパラレル・モードで実行するように設定した場合、「パーティション・タイ
プ」ドロップダウン・リストから選択して、パーティション方式を設定することができます。この設定は、
現行パーティション方式があれば、それをオーバーライドします。
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Column Generator ステージを順次モードで実行するように設定していても、直前のステージがパラレルで
実行されている場合は、「コレクター・タイプ」ドロップダウン・リストから選択して、コレクション方式
を設定することができます。これは、デフォルトの「自動」コレクション方式をオーバーライドします。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。InfoSphere DataStage が、現在のステージと直前のステージの実行モード、および構成ファ
イルで指定されているノードの数によって、最良のパーティション方式を決定します。これが Column
Generator ステージのデフォルト方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信します。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可) の値に基づいて、パー
ティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジュラス関数を使用して
パーティション化されます。これは、タグ・フィールドのパーティションで一般的に使用される方法で
す。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパーティション化されま
す。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベースでパーティション化
されます。
v 「同一」。元のパーティションがそのまま維持されます。
v 「DB2」。特定の DB2 表の DB2 パーティション方式と同じ方式をとります。追加のプロパティーを設
定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックして、それらのプロパティーにアクセスし
てください。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ等しいサイズのパーテ
ィションに分割します。多くの場合、範囲パーティションは、データ・セット全体のソートを実行する
ための前処理ステップです。追加のプロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタン
をクリックすると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Column Generator ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」
モードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能にな
り次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、列生成処理を実行
するように指定することもできます。ソートは、常にデータ・パーティション内で実行されます。ステージ
で入力データのパーティション化が行われる場合は、パーティション化の後にソートが行われます。ステー
ジでデータを収集する場合は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、
選択したパーティション方式やコレクション方式によって決まります (デフォルトの「自動」方式では使用
できません)。
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以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。

Column Generator ステージ: 「出力」ページ
Column Generator ステージでのマッピングの詳細について、次のセクションで説明します。
その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Column Generator ステージ: 「マッピング」タブ:
Column Generator ステージでは、「マッピング」タブにより、出力列の取得方法、すなわち、生成された
データをどのように出力列にマッピングさせるかを指定することができます。
左のペインに、生成された列が表示されます。これらは、読み取り専用で、このタブ上では変更できませ
ん。これらの列は対応する出力列に自動的にマッピングされます。
右のペインには、出力リンクの出力列が表示されます。ここにある「出力仕様」フィールドを使用して、列
を導出する方法を指定できます。入力列をドラッグするか、自動マッチング機能を使用して指定できます。
右のペインには、生成処理が実行されたあとにステージから出力されるデータが表示されます。

Write Range Map ステージ
Write Range Map ステージは開発/デバッグ・ステージです。
範囲マップにデータを書き込めます。このステージには 1 つの入力リンクを設定できます。このステージ
は順次モードでだけ実行できます。
Write Range Map ステージでは、データ・セットのサンプリングとソートによって生成される入力デー
タ・セットを受け取り、それを範囲パーティション方式で利用できる形でファイルに書き込みます。範囲パ
ーティション方式ではサンプリングとソートを行ったデータ・セットを使用して、パーティションの境界を
決定します。
Write Range Map ステージの典型的な使用法は、Sample ステージでデータ・セットのサンプリングを行
い、Sort ステージでそれをソートし、Write Range Map ステージで範囲マップを書き込むようなジョブの
中で使用することです。これで、その範囲マップを範囲パーティション方式で使用して、元のデータ・セッ
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トをファイル・セットに書き込むことができるようになります。

Write Range Map ステージ・エディターには次の 2 つのページがあります。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使用します。
v 「入力」ページ。範囲マップの書き込みを行う場合に表示されます。ここで、書き込むファイルの詳細
を指定します。

Write Range Map ステージの例
この例では、フラット・ファイルのデータをサンプリングして、Write Range Map ステージに渡します。
ステージはデータ自体をソートして、その後に範囲マップを構成し、ファイルに書き込みます。
ステージでは、範囲マップの作成に使用するキーと同じキーに基づいてデータがソートされます。次のダイ
アグラムに、ステージが範囲マップを作成する方法を決定するプロパティーを示します。
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図 40. プロパティー設定値

Write Range Map ステージ: ファースト・パス
このセクションでは、Write Range Map ステージを使用するための必要最小限の手順を説明します。

このタスクについて
InfoSphere DataStage には、多くのデフォルト設定があり、非常に簡単に Write Range Map ステージをジ
ョブに組み込むことができます。InfoSphere DataStage には、多彩なユーザー・インターフェースがあり、
特定の機能にアクセスできるショートカットも多数用意されています。このセクションでは基本的な方式を
説明しますが、製品を使い慣れるにつれて、どこにショートカットがあるかが分かってきます。
Write Range Map ステージを使用するには、次の操作を実行します。
v 入力リンクの「プロパティー」タブで次のように指定します。
– 作成する範囲マップのキー列を指定します。
– 作成する範囲マップの名前を指定します。
– 指定した名前の既存の範囲マップを上書きしてよいかを指定します (デフォルトにすると、同じ名前
の範囲マップが既に存在する場合にはエラーになります)。
v 範囲マップに列定義が必ず指定されるようにしてください (この指定は前のステージで行えます)。

Write Range Map ステージ: 「ステージ」ページ
Write Range Map ステージの性質は、Write Range Map ステージの「ステージ」ページから指定できま
す。
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「全般」タブでは、ステージに関する説明を任意に指定できます。「高度」タブでは、ステージの実行方法
を指定できます。「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効な場合に表示されます。このタブ
で、プロジェクトのデフォルト以外のロケールを選択して照合規則を決定できます。
Write Range Map ステージ: 「高度」タブ:
このタブでは、オプションを指定できます。
このタブでは、次の項目を指定できます。
v 「実行モード」。このステージは常に順次モードで実行されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」で、これにより InfoSphere DataStage は、パラレル・ステ
ージの基盤となる演算子を結合し、このタイプのステージに適している場合、同一プロセスで実行でき
るようにします。
v 「パーティションの保持」。デフォルトは「設定」です。「パーティション・タイプ」は「範囲」で、
変更できません。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行を、グリッドで指
定したノード・プール (複数可) またはリソース・プール (複数可) に制限できます。グリッドでは、ド
ロップダウン・リストから項目を選択できます。ドロップダウン・リストの項目は構成ファイルから設
定されます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定義済みノード・マップ
内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するには、ノード番号をテキスト・ボックスにタイ
プ入力するか、「参照」ボタンをクリックして「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そ
こからノードを選択します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに加
えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。
Write Range Map ステージ: 「NLS ロケール」タブ:
Write Range Map ステージの場合、「NLS ロケール」タブは、システムで NLS が有効になっている場合
に表示されます。現行の照合規則のデフォルトを表示したり、必要に応じて別の照合規則をステージに指定
したりできます。
ジョブ・パラメーターを使用してロケールを指定したり、カスタム照合規則を定義しているファイルを参照
したりすることもできます。照合規則は、文字が照合される順序を定義します。Write Range Map ステー
ジでは、キー列のソート順序を決定する場合にこの規則を使用します。リストからロケールを選択するか、
リストの横の矢印ボタンをクリックしてジョブ・パラメーターを使用するか、または、照合ファイルを参照
して指定します。

Write Range Map ステージ: 「入力」ページ
「入力」ページでは、Write Range Map ステージが範囲マップをファイルに書き込む方法の詳細を指定で
きます。Write Range Map ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「入力」ページでは、Write Range Map ステージが範囲マップをファイルに書き込む方法の詳細を指定で
きます。Write Range Map ステージの入力リンクは 1 つだけです。
「全般」タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパティー」タブでは、そのリ
ンクで行う具体的な処理の詳細を指定できます。「パーティション」タブでは、コレクション方式の詳細を
表示できます。「列」タブでは、データの列定義を指定します。「高度」タブでは、入力リンクのデフォル
トのバッファリング設定を変更できます。
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Write Range Map ステージのプロパティーとコレクション方式の詳細について、以降のセクションで説明
します。その他のタブの全般的な説明については、ステージ・エディターを参照してください。
Write Range Map ステージ: 入力リンクの「プロパティー」タブ:
「プロパティー」タブには、Write Range Map ステージに関連するプロパティーおよびそれらの属性のリ
ストが表示されます。
「プロパティー」タブでは、入力リンクのプロパティーを指定できます。これらのプロパティーによって、
範囲マップ・ファイルに入力データを書き込む方法が決定されます。一部のプロパティーは必須指定で、多
くのプロパティーにデフォルト設定があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルト
では赤) で表示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスをリストします。表の後に、各プロパティー
の詳細を説明します。
表 145. プロパティー
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須

反復

従属

オプション/ファ
イル更新モード

作成/上書き

作成

はい

いいえ

N/A

オプション/キー

入力列

N/A

はい

はい

N/A

オプション/

昇順/降順

昇順

いいえ

いいえ

キー

オプション/

「真」/「偽」

真

いいえ

いいえ

キー

オプション/

最初/最後

First

いいえ

いいえ

キー

オプション/

「真」/「偽」

偽

いいえ

いいえ

キー

N/A

はい

いいえ

N/A

オプション/範囲
パス名
マップ・ファイル

Write Range Map ステージ: 「オプション」カテゴリー:
「オプション」カテゴリーを使用して、Write Range Map ステージの処理方法を指定します。
ファイル更新モード
これは、デフォルトで「作成」に設定されています。この設定の場合、指定したファイルが既に存在してい
るとエラーが発生します。「既存ファイルに上書き」を選択してください。
キー
ここで範囲マップのキーを指定します。ドロップダウン・リストから入力列を選択します。複数のキー・プ
ロパティーを指定することにより、複合キーを指定できます。必要であれば「列の選択」ダイアログ・ボッ
クスを使用して、一度に複数のキーを選択できます。「キー」には、次の従属プロパティーがあります。
ソート順序
「昇順」または「降順」を選択します。デフォルトは「昇順」です。
大/小文字の区別
このプロパティーはオプションです。各グループ・キーの大/小文字を区別するかどうかの指定に使
用し、デフォルトでは「真」に設定されています。すなわち、「CASE」と「case」は同じとみなさ
れません。
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NULL の位置
このプロパティーはオプションです。デフォルトでは、NULL 値が含まれている列は、ソートされ
たデータ・セットの最初に表示されます。 NULL 値が含まれている列をソートされたデータ・セ
ットの最後に表示するようにこのデフォルトをオーバーライドする場合は、「最後」を選択しま
す。
EBCDIC としてソート
EBCDIC 文字セットとしてソートする場合は、「真」を選択します。
範囲マップ・ファイル
範囲マップを保持するためのファイルを指定します。ファイルを参照するか、またはジョブ・パラメーター
を指定することができます。
Write Range Map ステージ: 「パーティション」タブ:
「パーティション」タブでは、通常、入力データをファイル (複数可) に書き込む前にそのデータをパーテ
ィション化または収集する方法の詳細を指定できます。 Write Range Map ステージの場合、実行は常に順
次実行なので、パーティション方式を設定する必要はありません。
コレクションが必要な場合には、コレクション方式を設定できます。次のコレクション方式を指定できま
す。
v 「(自動)」。これは Write Range Map ステージのデフォルトのコレクション方式です。通常、「自動」
モードを使用している場合、InfoSphere DataStage は入力パーティションのいずれかの行が使用可能にな
り次第、その行を読み取ります。
v 「順次」。まず最初のパーティションからすべてのレコードを読み取り、次に 2 番目のパーティション
からすべての行を読み取り、以降のパーティションも同様に処理します。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、2 番目以降のパーティションからも順番
に 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションまで到達すると、再度、最初のパー
ティションから処理を開始します。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取ります。この方式を使
用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブを使用して、入力リンクの入力データをソートしてから、範囲マップ書き込
み処理を実行するように指定することもできます。ステージでデータを収集する場合は、ソートしてからコ
レクションが行われます。ソートが使用可能かどうかは、選択したコレクション方式によって決まります
(デフォルトの「自動」方式では使用できません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これを選択します。「利用
可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを選択します。これはデ
フォルトです。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1 レコードのみを保持す
るよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソートも設定している場合、最初のレコードが
保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照合規則を指定するロケ
ールを選択できます。
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さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートするか、NULL 列が各列の先
頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パーティション方式を使用する場合には、その列をソ
ートのキーとして使用するのか、パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも
指定できます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックして、ショートカット・メニューを呼び出し
てください。パーティション・モードは設定済みで上書きできないため、このステージのソート機能は利用
できず、メニュー項目は使用不可になっています。
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第 10 章 ジョブ・ログの表示
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントでのジョブ実行中に、ジョブ・ログ
のエントリーを表示します。

このタスクについて
ジョブ実行中またはデバッグ・モードでのジョブ実行中に、デザイナー・クライアント内からジョブ・ログ
のエントリーを表示できます。

手順
1. 「表示」 > 「ジョブ・ログ」をクリックします。
2.

ジョブ・ログの表示方法を選択するには、「ジョブ・ログ」ペインのツールバーの「表示オプション」
をクリックします。

3. 最新のジョブ・ログ・エントリーを表示するには、ツールバーの「更新」をクリックします。
4. すべてのジョブ・ログ・エントリーを表示するか、警告および致命的ジョブ・ログ・エントリーのみ表
示するかを選択するには、ツールバーの「イベントのフィルタリング」をクリックします。
5. イベントのすべての詳細を表示するには、ジョブ・エントリーをダブルクリックします。
6. 最新のジョブに属さないジョブ・ログ・エントリーを削除するには、ツールバーの「最新ログにリセッ
ト」をクリックします。

© Copyright IBM Corp. 2001, 2014

677

678

パラレル・ジョブ開発者ガイド

第 11 章 InfoSphere DataStage Balanced Optimization 概要
Balanced Optimization を使用してIBM InfoSphere DataStage ジョブのパフォーマンスを改善できます。
Teradata、IBM DB2、 Netezza、Oracle の各コネクターを使用して、Teradata、IBM DB2、Netezza、Oracle
の各データベースに接続するパラレル・ジョブを最適化できます。また、Big Data File ステージを使用す
るパラレル・ジョブを最適化して、Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) のファイルにアクセスするこ
ともできます。最適化された Big Data File ステージは、JAQL 照会を使用して HDFS にアクセスする
MapReduce ステージになります。
Balanced Optimization は、ライセンス交付を受けた InfoSphere DataStageのアドオンです。
InfoSphere DataStage ジョブは、接続性、データ操作機能、および高度にスケーラブルなパフォーマンスを
提供します。 InfoSphere DataStage ビジュアル・フロー・デザイン・パラダイムは、単純なものから複雑
なものまで、データ統合ジョブをデザインするときに容易に使用できます。 処理ロードが InfoSphere
DataStage とソース・データ・サーバーまたはターゲット・データ・サーバーとの間で共有または再配分で
き、かつそれらのデータ・サーバーがデータベースまたは Hadoop クラスターである場合には、よりよい
パフォーマンスが得られることがあります。集中的な処理が、ソース・データ・サーバー、InfoSphere
DataStage、またはターゲット・データ・サーバーのどこで行われるかを制御できます。
コネクターまたは Big Data File ステージを使用してデータをデータ・ソースから読み取りまたは書き込み
するジョブ・デザインでは、Balanced Optimization を使用してジョブをよりよく制御できます。 ジョブを
通常のものとしてデザインし、Balanced Optimization を使用してジョブを規定の設定に自動的にデザインし
直すことができます。この再設計プロセスは、実行される入力および出力の総量を最小化し、ソース、中
間、およびターゲット環境に対して処理を平衡化することにより、パフォーマンスを最大化できます。 新
しい最適化済みのジョブ・デザインを調べて、新規ジョブとして保存できます。 ルート・ジョブ・デザイ
ンは変更されません。 Balanced Optimization により、SQL、Hadoop クラスターや、JAQL などの
MapReduce 言語の専門家にならなくても、データベースの能力を利用することができます。
次の原則により、パラレル・ジョブのパフォーマンスを改善できます。
I/O およびデータ移動を最小化する。
ソース・データ・サーバー内で計算を実行することにより、ソース・データの読み取り量を削減す
る。 可能であれば、データを処理のためだけに抽出して同じデータ・サーバーに書き戻すことを
防ぐために、データの処理をデータ・サーバーに移動します。
ソースまたはターゲット・データ・サーバー内の最適化を最大化する。
ローカル索引、統計、その他の専門化された機能を使用してデータ・サーバーが達成する、高度に
開発された最適化を利用します。
並列処理を最大化する。
データ・サーバーからの読み取りおよび書き込みのとき、InfoSphere DataStage のデフォルトの動
作を利用します。パラレル・インターフェースを使用してデータをジョブにパイプ接続し、中間の
送信先に書き込むことなく、データがソースからターゲットに流れるようにします。
Balanced Optimization では、これらの原則を使用してジョブの潜在的なパフォーマンスを改善します。 ツ
ール内のオプションを設定してどの原則に従うかを指定することにより、ジョブの再設計を制御できます。
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Balanced Optimization では、マシン構成、InfoSphere DataStage 構成、データベース構成、または HDFS
構成の変更または最適化は行いません。

ジョブの最適化
最適化により、選択した最適化オプションに従って、処理機能および関連するデータ I/O が、データベー
ス・ソース、データベース・ターゲット、または Hadoop クラスターにプッシュされます。
ジョブを最適化すると、Balanced Optimization はジョブを検索してステージ、リンク、およびプロパティー
設定のパターンを探します。通常、このパターンには、サポートされている 1 つ以上のデータベース・コ
ネクター・ステージ (Teradata、DB2、Netezza、または Oracle) または Big Data File ステージが含まれま
す。候補のパターンが見つかると、Balanced Optimization は処理を対応するソースまたはターゲットのデー
タベース SQL、あるいは Hadoop クラスターに結合し、必要でなくなったステージおよびリンクを削除ま
たは置換します。その後、残りのステージおよびリンクを調整します。このツールは、パターンを検出して
ジョブ・デザインを変更した後、処理を繰り返します。最適化されたジョブの中に、パターンにマッチする
ものがなくなると、処理すべき作業がなくなったことを意味し、最適化は終了します。
一般に、最適化は優先順位の順に行われます。あいまいさがある場合 (例えば、処理がソースまたはターゲ
ット・データベースのどちらでも実行できる場合)、処理はデータベース・ターゲットにプッシュされま
す。

最適化シナリオ
Balanced Optimization が適している一般的なシナリオがいくつかあります。
以下のシナリオで Balanced Optimization を使用すると、ジョブのパフォーマンスを改善できます。
バルク・ステージング表を使用するようにジョブを変換する
この最適化により、大容量データがある場合のパフォーマンスを改善できます。 この最適化は
Netezza では常に適用されるため、指定できません。この最適化は Big Data File ステージには適
用されません。
モード・プロパティーにバルク・ステージングが含まれるターゲット・コネクターは、ターゲッ
ト・データベース内の一時ステージング表へのデータのバルク挿入に変換されます。 ステージン
グ表から実際のターゲット表へデータを移動するために、ポストプロセッシング SQL が追加され
ます。 ステージング表を実際のターゲット表とは異なるターゲット・データベース・スペースに
作成する場合は、プロパティーにスペースを指定できます。
データ・ターゲットで処理、結合、およびルックアップを行う
この最適化では、できるだけ多くの作業をターゲット・データベースまたは Hadoop クラスターに
プッシュします。これにはルックアップまたは結合のソース表がターゲット・データ・ソースに既
にある場合も含まれます。オプションで、ステージング表へのバルク挿入を実装することもできま
す。ターゲット・データ・サーバーにプッシュされた作業にデータ整理が含まれる (例えば、制約
式のある Aggregator ステージまたは Transformer ステージがジョブに含まれている) 場合、デー
タ・ソース内でデータ整理を行うこともできます。
デフォルトで、データ整理ステージはソース・データ・サーバーにのみプッシュされます。データ
整理ステージをターゲット・データ・サーバーにプッシュする場合は、「データ整理をデータ・タ
ーゲットにプッシュ」オプションを選択します。
データ・ソース内でデータ整理を行う
この最適化により、多くの行を廃棄する制約式のある Aggregator ステージ、Transformer ステー
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ジ、Remove Duplicates ステージ、または Sort ステージを含むジョブのパフォーマンスを改善でき
ます。 この最適化では、できるだけ多くの処理をデータベース・ソース・コネクターまたは
Hadoop クラスターにプッシュします。
データ・ソース内で結合およびルックアップを行う
この最適化では、同じデータベース・サーバー (データベース・インスタンスは異なる場合もあり
ます) を含む Join ステージおよび Lookup ステージ、または Hadoop 分散ファイル・システム
(HDFS) をソース・データベースまたは Hadoop クラスターにプッシュします。この最適化によ
り、Join ステージにより暗黙的に実行されることが多いソートを省略することもできます。
ソース・データ・サーバー、InfoSphere Information Server エンジン、およびターゲット・データ・サー
バーの間で作業をバランスよく配置する
この最適化では、できるだけ多くの作業をターゲット・データ・サーバー (複数も可) にプッシュ
し、残りの作業のうちできるだけ多くをソース・データ・サーバー (複数も可) にプッシュし、残
りの作業をジョブ内に残します。
すべての作業をデータ・サーバーにプッシュする
ジョブで使用するデータがすべて同じデータ・サーバーまたは HDFS 上にあり、ジョブ内のすべ
ての処理をターゲット・データ・サーバー内で実行することができる場合、すべてのデータ・サー
バー I/O を保存してすべての処理をターゲット・データベース内で SQL として実行するか、
Hadoop クラスター内で JAQL として実行することができます。
ジョブ・デザインの一部のみが最適化に含まれるように、特に制限する場合は、「最適化を中止するステー
ジの名前」を設定することができます。このプロパティーで指定されたステージ以降の処理はソースまたは
ターゲット・データ・サーバーにプッシュされません。
特定のステージのみをソース・コネクターまたはターゲット・コネクターにプッシュする場合は、そのステ
ージの「ステージ・アフィニティー」プロパティーをそれぞれ「ソース」または「ターゲット」に設定しま
す。「ステージ・アフィニティー」プロパティーがデフォルト値の「なし」に設定されている場合、
Balanced Optimization はデフォルトの最適化ルールを使用します。

Balanced Optimization プロセス概要
プロセス概要では、Balanced Optimization を使用するときに最善の結果を得る方法を説明します。
処理には以下のステップがあります。
1. InfoSphere DataStage ジョブをデザインして、必要な処理を実行する。 デザインでは次のルールを守っ
てください。
v ロジックを、ビジュアル・デザイナー・キャンバスがサポートする、ステージ、リンク、式のネイテ
ィブ InfoSphere DataStage 形式で表現します。
v 可能であれば、ステージ・プロパティーのデフォルト値を使用します。
v 可能であれば、ステージが生成した単純なターゲット SQL 照会を使用します。 単一のステージで複
合 SQL を指定するのではなく、複数のステージでロジックを表現します (Balanced Optimization
が、ジョブを処理して複合 SQL を作成します)。
2. ジョブをコンパイルし、代表的なソースおよびターゲット・データを使用して実行し、結果を検証しま
す。 必ず、マルチノード並列処理を含めて、最適化されたジョブを実行するのと同様な環境でジョブを
実行してください。 ジョブを最適化する前にコンパイルする必要があります。コンパイルにより、有効
なジョブだけが最適化にサブミットされることが保証されます。ジョブを実行し、パフォーマンスとリ
ソース使用率のベースライン・データを獲得します。
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3. ルート・ジョブのジョブ・ログで、警告やエラーがないか調べます。型、精度、データ長の不一致、重
複した更新、および NULL および非 NULL の列のような項目に関する警告の中には、最適化されたジ
ョブで問題やエラーになる場合があり、これらの問題はジョブを最適化する前に解決する必要がありま
す。
4. デザイナー・クライアントでジョブ・デザインを選択し、「ファイル」 > 「最適化」を選択します。
5. 「Balanced Optimization」ウィンドウで最適化オプションを選択し、必要な最適化プロパティーがあれば
指定します。
6. 最適化されたジョブを生成して保存します。
7. デザイナー・クライアントで、最適化されたジョブを調べてジョブ・デザインがどのように変更された
かを確認します。
8. 最適化されたジョブをコンパイルし、ルート・ジョブを検証したときに使用したのと同じデータで実行
します。 必ず、どちらのジョブも同じ条件で実行されるようにします。 例えば、ルート・ジョブで表
が作成された場合、最適化されたジョブを実行する前に必ずその表を削除します。
9. 最適化されたジョブの結果をルート・ジョブと比較し、パフォーマンスとリソース使用率が改善された
かどうか確認します。デザイナー・クライアントのパフォーマンス分析ツールを使用すると便利です。
これらのステップは反復プロセスで実行できます。 デフォルトの最適化オプションで開始し、ジョブを最
適化してパフォーマンス統計を得ます。 その後、最適化オプションを変更してルート・ジョブを再度最適
化します。 このプロセスを、ジョブの最適化に満足するまで繰り返します。

ルート・ジョブと最適化されたジョブとの関係
IBM InfoSphere DataStage は、ジョブとそのジョブの最適化されたバージョンとの関係を維持します。
ジョブとそのジョブの最適化されたバージョンとの間には、両方向の関係があります。最適化されたジョブ
が作成されると、ルート・ジョブに関連付けられ、関係は両方向で照会できます。ルート・ジョブから開始
するとすべての最適化されたジョブの名前を表示でき、最適化されたジョブからはそのルート・ジョブ名を
表示できます。
ルート・ジョブは、最適化済みのバージョンがなくてもコンパイルおよび実行が可能ですが、ルート・ジョ
ブで使用場所の照会を行うと、そのジョブの最適化済みバージョンのリストが返されます。 最適化された
ジョブがルート・ジョブを必要とするのは、最適化を再実行する場合のみですが、最適化されたジョブに対
する従属の照会の結果にはルート・ジョブが含まれます。
最適化されたジョブは、ルート・ジョブとの関係を破棄することなく編集できます。ただし、最適化された
ジョブに対する変更はルート・ジョブには適用されず、ジョブを再度最適化すると失われます。最適化され
たジョブのタイム・スタンプを使用して、ルート・ジョブから作成された後で変更されたかどうかを検出で
きます。
ルート・ジョブは、関係する最適化されたジョブがある間も編集できます。ルート・ジョブを変更しても、
最適化されたジョブは自動的には更新されません。ルート・ジョブに対する変更を取り込むには、最適化さ
れたジョブを再生成する必要があります。
最適化されたジョブは、ルート・ジョブに関係付けられている場合でも、ルート・ジョブとは独立してコン
パイル、実行、およびデプロイが可能です。ルート・ジョブも、必要であれば個別にコンパイル、実行、お
よびデプロイが可能です。
最適化されたジョブは、ルート・ジョブに関連付けられている間は、開いて最適化することはできません。
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ルート・ジョブが最適化されたジョブに関連付けられている間に、ルート・ジョブの削除または名前の変更
を行うと、影響分析の警告を受け取ります。ルート・ジョブに関連付けられている最適化されたジョブを削
除しても、警告は受け取りません。

Balanced Optimization オプションとプロパティー
「Balanced Optimization」ウィンドウでオプションとプロパティーをセットすることにより、ジョブの最適
化の方法を変更できます。
最適化オプションを使用して、最適化プロセスを制御できます。 最適化する特定のジョブにとって意味の
あるオプションのみが表示されます。 最適化は、選択されたオプションに従って最適化を実行します。 デ
ータベースまたは Hadoop クラスターであるデータ・サーバーが、ジョブ内のいくつかの機能をサポート
しない場合は、その機能はデータ・サーバーにプッシュできません。
オプションは、特定のステージまたはリンクではなく、ジョブ全体に適用されます。 例えば、ルックアッ
プ、結合、および変換のシーケンスがデータベース・ターゲットに送られ、「処理をデータ・ターゲットに
プッシュ」オプションを選択すると、オプティマイザーは処理ステージ (ルックアップ、結合、変換など)
をその順序でターゲット・データ・サーバーに順にプッシュします。
プロパティーにより、最適化手順で使用できる値が提供されます。例えば、独立した Teradata データベー
ス・インスタンス、または DB2 または Oracle 表スペースにステージング表を作成する場合、データベー
ス・インスタンスまたは表スペースの名前をプロパティーに指定できます。プロパティーは、拡張オプショ
ンとも言います。
プロパティーにはジョブ全体に適用されるものと、特定のステージまたはリンクに適用されるものがありま
す。詳しくは、 688 ページの『最適化オプションの設定』を参照してください。
設定できるオプションは、以下のとおりです。
処理をデータ・ソースにプッシュ
このオプションを選択すると、可能であれば、Transformer、Sort、Aggregator、Remove
Duplicates、Join、および Lookup の各ステージによって実装される処理をデータ・ソースに再びプ
ッシュします。
処理をデータ・ターゲットにプッシュ
このオプションを選択すると、可能であれば、Transformer、Sort、Aggregator、Join、および
Lookup の各ステージによって実装される処理をデータ・ターゲットに再びプッシュします。
データ整理をデータ・ターゲットにプッシュ
データ整理処理には、ターゲットとなるデータ・ターゲットに書き込む前にデータ量を削減するこ
とが含まれます。制約式セットを持つアグリゲートと変換は、どちらもデータ整理処理の例です。
通常の環境では、この処理をターゲットにプッシュすることはしません。ターゲットに書き込まれ
るデータ量が増えるからです。 ただし、データ整理処理をターゲット・データ・サーバーにプッ
シュすることが便利な場合もあります。例えば、既にターゲット・データ・サーバー内にあるデー
タに対してアグリゲートまたはフィルタリングを実行する場合です。
ターゲット・ステージング表のバルク・ロードを使用
このオプションを使用すると、一時ステージング表のターゲット・データベースへのハイパフォー
マンス・バルク・ロードを使用してターゲット・データベースの変更を実行します。 このオプシ
ョンは、Netezza では常に適用されているため指定はできません。また、Hadoop クラスターでは利
用できません。
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実際のターゲット表内の、行の INSERT、UPDATE、または DELETE に使用されるデータは、ま
ず一時ステージング表にバルク・ロードされます。 ステージング表のバルク・ロードの終了後、
実際の目的の表を最初に指定されたように管理し、最終目的の表にデータを後処理するために、(タ
ーゲット・コネクター AFTER SQL 機能を使用して) SQL ステートメントがデータベース・エン
ジン内で実行されます。 デフォルトでは、任意のステージング表が実際のターゲット表と同じタ
ーゲット・データベース・スペースに作成されますが、必要であればステージング表用に別のデー
タベース・スペースを指定できます。 デフォルトでは、ステージング表があれば常にドロップさ
れ、ジョブが実行されるたびに再作成されます。 これらの設定は、最適化されたジョブを実行す
る前に手動で変更できます。
すべての処理をターゲットのデータ・サーバーにプッシュ
すべてのデータ・ソースおよびターゲットが同じデータ・サーバー内にあるジョブがあり、デー
タ・サーバーがタスクを処理できる場合、このオプションをセットするとすべてのジョブ・ロジッ
クがデータ・サーバーに移動します。 最適化されたジョブは、ターゲット・データベースまたは
MapReduce ステージと、それにフィードするダミーの Row Generator ステージの 2 つのステージ
からなります。(InfoSphere DataStageは単一ステージのジョブをサポートしないため、ダミーのステ
ージが必要です)。 最適化されたジョブを実行すると、データはすべてデータ・サーバー内に残り
ます。データ・サーバー I/O およびジョブを介する実際のデータ・フローはありません。 すべて
の処理をターゲット・データ・サーバー内で実行するために複合 SQL が生成されます。
次のプロパティーの値を指定できます。
最適化を中止するステージの名前
ジョブ内の、最適化を中止する処理ステージ名を選択します。 どの処理ステージにおいても最適
化を行う場合は、ブランクのままにします。
ステージング表データベース・インスタンス名 (Teradata) ステージング表スペース (IBM DB2 または
Oracle)
このプロパティーを使用すると、代わりの Teradata データベース・インスタンス、DB2 表スペー
ス、または Oracle 表スペースの名前を提供できます。バルク・ロードが使用されると、ここでバ
ルク・ステージングおよびパラレル同期表が作成されます。 デフォルトでは、現行インスタンス
または表スペースが使用されます。 指定されたデータベース・インスタンスまたは表スペース
は、デフォルト・インスタンスまたは表スペースと同じ認証詳細を使用してアクセス可能でなけれ
ばなりません。
Netezza では、Netezza Connector の「TWT に別の接続を使用」フィールドを使用します。
ステージング表名
このプロパティーを使用すると、バルク・ロードの使用時に用いられるステージング表に名前を提
供できます。Netezza では、Netezza Connector によってステージング表として使用される一時作業
表 (TWT) の名前です。
Teradata データベース・バージョン
リストから Teradata データベース・バージョンを選択し、Balanced Optimization がこの最適化実
行のために生成した SQL ダイアレクトを制御します。 この Teradata のバージョンは、通常使用
する Teradata のバージョンと異なる場合があることに注意してください。 デフォルト値は、最も
一般的で最も互換性のある SQL ダイアレクトを反映しています。
ネストされた SQL 結合の最大数
データベース SQL プロセッサーは、大量のネストした結合を処理するのが困難な場合がありま
す。「無制限」を選択すると、Balanced Optimization は必要な数の結合を使用します。正整数 N
を選択すると、単一のデータベース・コネクターでの最適化が N 段階までのネストされた結合に
制限されます。
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Big Data File ステージを含むジョブを最適化している場合は、次のプロパティーの値を指定できます。
Hadoop 言語
MapReduce ステージが使用する照会言語。現在は JAQL のみがサポートされます。
Hadoop 一時フォルダー
Hadoop ファイル・システム内のフォルダー。デフォルト値は、Balanced Optimization パラメータ
ー・セットからの #BalOpJAQLParams.HadoopTemp# です。
BalOp 一時フォルダー
すべての InfoSphere Information Server エンジン・ノードからアクセスできるフォルダー。デフォ
ルト値は、Balanced Optimization パラメーター・セットからの #BalOpJAQLParams.BalOpTemp# で
す。
JAQLServerHostName
JAQL 照会の実行に使用される JAQL サーバーのホスト名。
JAQLServerPortNumber
ターゲット JAQL サーバーのポート番号。
JAQLClientLibraryPath
JAQL クライアント・ライブラリーの絶対パス。
PushSequentialFile
Sequential File ステージをソースまたはターゲットの Big Data File ステージにプッシュすること
によって、Sequential File ステージを最適化できるか指定するには、このオプションを設定しま
す。
StageAffinity
入力リンクと出力リンクの両方を持つステージの最適化を制御するには、このオプションを設定し
ます。
GenerateHDFSFiles
Big Data File ステージからの Balanced Optimization によって生成されるファイルが非 HDFS フ
ァイルであるか、または HDFS ファイルであるかを制御するには、GenerateHDFSFiles オプション
を設定します。
NumberOfHDFSPartitions
ターゲット HDFS ファイルに対して作成されるパーティションの数。
JAQLJobName
生成される Hadoop MapReduce ジョブの名前。
IBM DB2 for z/OS® で「ターゲット・ステージング表のバルク・ロードを使用」を選択している場合は、
次のプロパティーに対して値を指定できます。
DB2 データベース・タイプ
DB2 データベースのタイプ。
バルク・ロード方式
バルク・ロードに使用する方式。
z/OS のホスト名
DB2 データベースを実行する z/OS システムの名前。
DSN 接頭部
システム・デフォルトの DSN 接頭部の代わりに使用するユーザー定義の DSN 接頭部。
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バッチ・パイプ・システム ID
「バッチ・パイプ」のバルク・ロード方式が選択されている場合に使用されるバッチ・パイプ・シ
ステムの ID。
推定行カウント
ロードされる行の数を見積もったもの。

並列処理、パーティション、およびソートにおける最適化の効果
ジョブの最適化により、その並列処理、パーティション、およびジョブによるデータのソート方法が影響を
受けることがあります。
最適化により、ソース・データベースまたはターゲット・データベースに処理がプッシュされる場合、デー
タベースと通信を行うコネクターに複合型のネイティブ SQL が挿入されます。 最適化プロセスにより、
コネクターにさまざまなパーティションおよびソート・プロパティーがセットされますが、これは実行され
る最適化のタイプによって異なります。
処理がターゲット・コネクターにプッシュされる場合
v コネクターにセットされる実行モード (順次またはパラレル) は、ジョブ・デザイナーの意図
(例えば、コネクターが順次実行されるようにセットすることにより、ターゲット・データベー
スのリソース使用を最小化する) が反映されるものとみなして、そのままになります。
v コネクターの入力リンクに関するパーティション方式またはコレクション方式は、「自動」にセ
ットされます。
処理がソース・コネクターにプッシュされる場合
v ロジックがコネクターにプッシュされたステージで指定されたソートは、コネクター内では
ORDER BY 節になります。 コネクター内に既にあった ORDER BY 節は、ソート処理に置換
されます。 現在、ステーブル・ソートと非ステーブル・ソートは区別されません。
v ソース・コネクターで指定された実行モードは変更されません。ただし、Sort ステージのロジッ
クが「バルク」モードを使用するソース・コネクターにプッシュされた場合を除きます。この場
合、実行モードはパラレルから順次に変更されます。
v ロジックがソース・コネクターにプッシュされたステージが、「同一」パーティション方式また
はコレクション方式を使用すると、その方式は「(自動)」にリセットされます。 「(自動)」モー
ドでは、リンクのキー列に基づいて適切なパーティションが挿入されます。 他のパーティショ
ン方式またはコレクション方式が使用された場合、その方式は以前にセットされたものとして保
存されます。
v Sort ステージのロジックがソース・コネクターにプッシュされた場合、ジョブ内の次のステージ
で「(自動)」または「同一」パーティション方式が指定されると、最適化されたジョブ内ではこ
の方式は Sort ステージのパーティション・モードに置換されます。 パーティション方式は、ジ
ョブ内で目的のパーティションを維持するために置換されます。 例えば、Sort ステージで特定
のキーに対して「ハッシュ」パーティションが指定され、次に「同一」パーティションの
Modify ステージが続く場合、最適化されたジョブでは、Modify ステージはそのキーに対してハ
ッシュ・パーティションを指定します。
InfoSphere DataStage では、ソート・データを処理または作成することがよくあります。 ソート・セマン
ティクスの多くは、SQL に直接反映することはできません。
UPDATE ステートメントで、2 つ以上のデータ行がデータベース表内の 1 つの行に非可換的に影響する場
合、(例えば、個人の給料を 2 つの異なる値に設定する)、データ行がターゲット表に適用される順序が重
要になります。
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INSERT ステートメントで、同じ主キーを持つ 2 つ以上のデータ行がターゲット表に行を INSERT しよう
とすると、最初のものだけが成功します。 しかし、SQL では、データを特定の順序で処理することは保証
されません。 InfoSphere DataStage ジョブ処理がデータベース・ターゲットにプッシュされる場合、デー
タ行が適用される実際の順序は保証されません。 データベース内のターゲット表の同じ行に影響する複数
行がデータ内に含まれ、それが順序に依存する場合は (例えば、固定値による UPDATE や非可換的な算術
計算式)、「プロセスをデータベース・ターゲットにプッシュ」オプションをオフにして、正しい操作を保
証することができます。

Big Data File ステージの最適化
Big Data File ステージを含む IBM InfoSphere DataStage ジョブの最適化では、処理機能と関連するデータ
I/O を Hadoop クラスターにプッシュします。
InfoSphereBalanced Optimization は、最適化されたジョブで MapReduce ステージを作成することによっ
て、Big Data File ステージを最適化します。また、Balanced Optimization は、BalOpJAQLParams という名
前の Balanced Optimization パラメーター・セットも、存在していない場合は基礎となるプロジェクトに作
成します。

MapReduce ステージ
MapReduce ステージには、Hadoop クラスターによって実行される JAQL 照会が含まれます。MapReduce
ステージは、Balanced Optimization のみをサポートするようデザインされているため、最適化されたジョブ
の MapReduce ステージをカスタマイズすることはできません。
InfoSphere DataStage ジョブに Big Data File ステージとターゲット・データベース・コネクターが含まれ
ている場合、最適化されたジョブでは、Big Data File ステージが MapReduce ステージの横に含まれま
す。Big Data File ステージは、JAQL 照会の実行の結果を含む一時 HDFS ファイルからのデータを取得
し、出力リンクにデータを配置します。 2 つのステージの間の暗黙的な接続は、Big Data File ステージに
設定されている「ステージから同期」オプションによって定義されます。
InfoSphere DataStage ジョブに Big Data File ステージとソース・データベース・コネクターが含まれてい
る場合、最適化されたジョブでは、Big Data File ステージが MapReduce ステージの横に含まれます。Big
Data File ステージは、入力リンクからのデータを、JAQL 照会によって読み取られる一時 HDFS ファイル
に保存します。 2 つのステージの間の暗黙的な接続は、Big Data File ステージに設定されている「ステー
ジに同期」オプションによって定義されます。

Balanced Optimization パラメーター・セット
Balanced Optimization パラメーター・セットは、BalOpJAQLParams と呼ばれ、次のパラメーターを含んでい
ます。
HadoopTemp
Hadoop ファイル・システム内のフォルダー。Balanced Optimization によって生成される JAQL 照
会が作成するすべての一時 HDFS ファイルが、このフォルダーに配置されます。
BalOpTemp
すべての InfoSphere Information Server エンジン・ノードからアクセスできるフォルダー。すべて
の Balanced Optimization ランタイム・ログ・ファイルが、このフォルダーに配置されます
JAQLServerHostName
JAQL サーバーが存在するホスト名。デフォルト値は、元のジョブの最適化された Big Data File
ステージの 1 つで指定されたホスト名として設定されます。
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JAQLServerPortNumber
JAQL サーバーのポート番号。デフォルト値は 8200 です。 JAQL サーバーのホスト名は、元のジ
ョブの対応する Big Data File ステージで指定されます。
JAQLClientLibraryPath
JAQL クライアント・ライブラリーの絶対パス名。デフォルト値は /opt/ibm/biginsights/
jaqlserver/jaqlclient.jar です。 .jar ファイルは、すべての InfoSphere Information Server エン
ジン・ノードからアクセスできる必要があります。例えば、jaqlclient.jar ファイルを、IBM
InfoSphere BigInsights インストール済み環境から、すべてのエンジン・ノードからアクセス可能な
共有フォルダーにコピーする場合があります。

InfoSphere DataStage ジョブの最適化
ジョブを最適化するには、ジョブを IBM InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントで開き、「最適
化」オプションを選択します。
InfoSphere DataStage ジョブを最適化するには、以下のステップを実行します。
1. デザイナー・クライアントを始動してジョブを含むプロジェクトにアタッチします。
2. 最適化するジョブを開きます。
3. 最適化を制御するオプションおよびプロパティーをセットします。
4. ジョブを最適化します。
5. 最適化ログを表示します。
6. 最適化されたジョブを新規ジョブとして保存します。

最適化するジョブの選択
Teradata Connector、IBMDB2 Connector、 Netezza Connector、Oracle Connector、または Big Data File ス
テージを含むパラレル・ジョブを最適化できます。

手順
1. デザイナー・クライアントで最適化するジョブを開きます。
2. ジョブをコンパイルし、コンパイルの問題を修正します。
3. 「ファイル」 > 「最適化」 を選択して「最適化」ウィンドウを開きます。ジョブが最適化に適してい
ない場合は、エラー・メッセージが表示されます。

最適化オプションの設定
各ジョブの最適化を制御するには、「最適化」ウィンドウでオプションを設定します。

始める前に
デザイナー・クライアントで、最適化するジョブを開き、「ファイル」 > 「最適化」を選択して「最適
化」ウィンドウを開きます。

このタスクについて
「最適化」ウィンドウの「最適化オプション」タブで、全般オプションを設定します。「最適化」ウィンド
ウの「詳細オプション」タブで、詳細オプションを設定します。
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手順
1. 「最適化オプション」タブで、次のオプションを選択またはクリアします。
オプション

設定

処理をデータ・ソースにプッシュ

Transformers、Aggregators、Sorts、Funnels、Remove
Duplicates、Joins、および Lookup が実装する処理をデー
タ・ソースにプッシュするには、このオプションを選択し
ます。このオプションはデフォルトで選択されています。

処理をデータ・ターゲットにプッシュ

Transformers、Aggregators、Sorts、Funnels、Joins、および
Lookup が実装する処理をデータ・ターゲットにプッシュ
するには、このオプションを選択します。このオプション
は、デフォルトで選択されます。

データ整理をデータ・ターゲットにプッシュ

アグリゲートその他のデータ整理処理をデータ・ターゲッ
トにプッシュするには、このオプションを選択します。こ
のオプションは、デフォルトで選択されません。

ターゲット・ステージング表のバルク・ロードを使用

このオプションは、ターゲット・データベースの一時ステ
ージング表の高性能バルク・ロードを使用して、ターゲッ
ト・データベースを更新する場合に選択します。このオプ
ションはデフォルトで選択されています。
このオプションは、Netezza では常に適用されているため
指定はできません。また、Hadoop クラスターでは利用で
きません。

すべての処理をターゲットのデータ・サーバーにプッシュ すべてのデータ・ソースおよびターゲットが同じデータ・
サーバー内にあるジョブがあり、データ・サーバーがタス
クを処理できる場合、このオプションを使用してすべての
ジョブ・ロジックをデータベースに移動します。 このオ
プションはデフォルトで選択されています。

2. 次の詳細オプションの値を指定します。
プロパティー

値

最適化を中止するステージの名前 (ジョブ・レベル・オプ ジョブ内の、最適化を中止する処理ステージ名を選択しま
ション)
す。 どの処理ステージにおいても最適化を行う場合は、
ブランクのままにします。
ステージング表データベース・インスタンス名
(Teradata)
ステージング表スペース (IBM DB2)
ステージング表スペース (Oracle)
(ジョブ・レベル・オプション)

「ターゲット・ステージング表のバルク・ロードを使用」
オプションを選択する場合、このプロパティーで、ステー
ジング表を保持するデータベース・インスタンスまたは表
スペースの名前を指定することができます。デフォルト
で、ステージング表は、ターゲット表と同じデータベー
ス・インスタンスまたは表スペース内にあります。指定さ
れたデータベース・インスタンスまたは表スペースは、デ
フォルト・インスタンスまたは表スペースと同じ認証でア
クセス可能でなければなりません。
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プロパティー

値

ステージング表名 (ジョブ・レベル・オプション)

Teradata Connector、DB2 コネクター、または Oracle
Connector で「ターゲット・ステージング表のバルク・ロ
ードを使用」オプションを選択するか、Netezza Connector
で「プロセスをデータベース・ターゲットにプッシュ」を
選択すると、このプロパティーにステージング表名を指定
できます。デフォルトで、ステージング表名は自動的に生
成されます。 Netezza Connector に固有のステージング表
の管理について詳しくは、「Netezza Connector 固有の考
慮事項」を参照してください。

Teradata データベース・バージョン (ジョブ・レベル・
オプション)

リストから Teradata バージョンを選択し、Balanced
Optimizer がこの最適化実行のために生成した SQL ダイ
アレクトを制御します。 この Teradata のバージョンは、
通常使用する Teradata のバージョンと異なる場合がある
ことに注意してください。 デフォルト値は、最も一般的
で最も互換性のある SQL ダイアレクトを反映していま
す。

ネストされた SQL 結合の最大数 (ジョブ・レベル・オプ 「無制限」を選択すると、Balanced Optimizer は必要な数
ション)
の結合を使用します。 ネストされた結合の数を N に制
限する場合は、整数値 N を選択します。デフォルト値は
「無制限」 です。
コネクターの配列サイズ (ジョブ・レベル・オプション)

デフォルトの配列サイズを使用しない場合の、コネクター
の配列の行数。

3. Big Data File ステージを含むジョブを最適化している場合は、次の拡張オプションの値を指定します。
プロパティー

値

Hadoop 言語 (ジョブ・レベル・オプション)

MapReduce ステージが使用する照会言語。現在は JAQL
のみがサポートされます。

Hadoop 一時フォルダー (ジョブ・レベル・オプション)

Hadoop ファイル・システム内のフォルダー。デフォルト
値は、Balanced Optimization パラメーター・セットからの
#BalOpJAQLParams.HadoopTemp# です。

BalOp 一時フォルダー (ジョブ・レベル・オプション)

すべての InfoSphere Information Server エンジン・ノード
からアクセスできるフォルダー。デフォルト値は、
Balanced Optimization パラメーター・セットからの
#BalOpJAQLParams.BalOpTemp# です。

JAQLServerHostName (ステージ・レベル・オプション)

JAQL 照会の実行に使用される JAQL サーバーのホスト
名。デフォルト値は、元のジョブの Big Data File ステー
ジで指定されたホスト名です。同じ JAQL サーバー・ホ
ストをジョブのすべてのステージで使用する場合は、
Balanced Optimization パラメーター・セットの
JAQLServerHostName を
#BalOpJAQLParams.JAQLServerHostName# に設定します。

690

パラレル・ジョブ開発者ガイド

プロパティー

値

JAQLServerPortNumber (ステージ・レベル・オプショ
ン)

ターゲット JAQL サーバーのポート番号。デフォルト値
は 8200 です。同じ JAQL サーバーのポート番号をジョ
ブのすべてのステージで使用する場合は、Balanced
Optimization パラメーター・セットの
JAQLServerPortNumber を
#BalOpJAQLParams.JAQLServerPortNumber# に設定しま
す。

JAQLClientLibraryPath (ジョブ・レベル・オプション)

JAQL クライアント・ライブラリーの絶対パス。デフォル
ト値は、Balanced Optimization パラメーター・セットから
の #BalOpJAQLParams.JAQLClientLibraryPath# です。

PushSequentialFile (ステージ・レベル・オプション)

Sequential File ステージをソースまたはターゲットの Big
Data File ステージにプッシュすることによって、
Sequential File ステージを最適化できるようにするには、
PushSequentialFile を 「はい」に設定します。デフォルト
値は「いいえ」です。

StageAffinity (ステージ・レベル・オプション)

StageAffinity オプションは、入力リンクと出力リンクの両
方を持つステージにのみ適用されます。
ステージに対して StageAffinity が「ソース」に設定され
ると、そのステージ (そのステージ自体を含む) とソー
ス・コネクターの間のすべてのステージが、ソース・コネ
クターのみにプッシュされます。
ステージに対して StageAffinity が「ターゲット」に設定
されると、そのステージ (そのステージ自体を含む) とタ
ーゲット・コネクターの間のすべてのステージが、ターゲ
ット・コネクターのみにプッシュされます。
ステージに対して StageAffinity が 「なし」に設定されて
いる場合、通常選択されている最適化オプションに応じ
て、ステージがソース・ステージまたはターゲット・ステ
ージにプッシュされる可能性があります。

GenerateHDFSFiles (ステージ・レベル・オプション)

Big Data File ステージからの Balanced Optimization によ
って生成されるファイルが非 HDFS ファイルであるか、
または HDFS ファイルであるかを制御するには、
GenerateHDFSFiles オプションを設定します。
GenerateHDFSFiles を 「はい」に設定すると、
NumberOfHDFSPartitions オプションによって指定されて
いるパーティションの数の HDFS ファイルを作成するよ
う Balanced Optimization に強制します。
GenerateHDFSFiles を 「いいえ」に設定すると、非
HDFS ファイルを作成するよう Balanced Optimization に
強制します。
デフォルト値は「いいえ」です。
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プロパティー

値

NumberOfHDFSPartitions (ステージ・レベル・オプショ
ン)

サブミットされる JAQL 照会に対して生成される reducer
タスクの数。ターゲット HDFS ファイルに対して作成さ
れるパーティションの数を決定します。デフォルト値は 2
です。
GenerateHDFSFiles オプションが「いいえ」に設定されて
いる場合、このオプションは無視されます。

JAQLJobName (ステージ・レベル・オプション)

生成される Hadoop MapReduce ジョブの名前。サブミッ
トされる JAQL 照会ごとに、2 つの MapReduce ジョブ
が生成され、JAQL 照会を処理します。どちらのジョブも
JAQLJobName の値を名前として使用し、JAQL サーバー
が作成する異なるジョブ ID が付きます。デフォルトの
JAQL ジョブ名は、DataStage BalOp job id です。ここ
で、id は DataStage 名前空間 (host:project)、最適化され
たジョブの名前、ステージ名、およびシーケンス番号を含
むユニークな ID です。

4. IBM DB2 for z/OS で「ターゲット・ステージング表のバルク・ロードを使用」を選択している場合
は、次の拡張オプションの値を指定します。
プロパティー

値

DB2 データベース・タイプ (ジョブ・レベル・オプショ
ン)

「LUW」または「z/OS」のいずれかを選択します。デフォ
ルトは「LUW」です。z/OS データベースを使用したすべて
の DB2 Connector では、「z/OS」を選択します。

バルク・ロード方式 (ジョブ・レベル・オプション)

バルク・ロードに使用する方式。オプションは、「MVS デ
ータ・セット」および「バッチ・パイプ」です。デフォル
トは、「MVS データ・セット」です。

z/OS ホスト名 (ジョブ・レベル・オプション)

DB2 データベースを実行する z/OS システムの名前。

DSN 接頭部 (ジョブ・レベル・オプション)

システム・デフォルトの DSN 接頭部の代わりに使用する
ユーザー定義の DSN 接頭部。
DSN 接頭部は、データ・セットまたはバッチ・パイプの
名前を構成するのに使用されます。デフォルトで、データ
ベースのユーザー名が DSN 接頭部として使用されます。

バッチ・パイプ・システム ID (ジョブ・レベル・オプシ
ョン)

「バッチ・パイプ」のバルク・ロード方式が選択されてい
る場合に使用されるバッチ・パイプ・システムの ID。
BatchPipes サブシステムが z/OS にインストールされてい
る必要があります。

推定行カウント (ジョブ・レベル・オプション)

ロードされる行の数を見積もったもの。この値は、バル
ク・ロード・プロパティーで 「推定行カウント」として
使用されます。

ジョブの最適化と最適化された新規ジョブの保存
ジョブの最適化およびジョブの最適化されたバージョンの保存は、「最適化」ウィンドウから行います。
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始める前に
デザイナー・クライアントで、最適化するジョブを開き、そのジョブの必須指定のオプションおよびプロパ
ティーをセットします。

このタスクについて
ジョブを最適化して保存すると、最適化されたジョブをデザイナー・クライアントに表示して変更を確認で
きます。他の結果を望む場合は、オプションおよびプロパティーを変更してジョブの最適化を再度実行しま
す。

手順
1. デザイナー・クライアントで、最適化するジョブを開きます。
2. 「最適化」をクリックします。
3. 最適化が終了すると、最適化されたジョブ・デザインを「最適化」ウィンドウに表示します。必要に応
じて、タイトル・バーの制御を使用してズームインまたはズームアウトします。
4. オプション: 「比較」タブをクリックしてルート・ジョブを最適化されたジョブと一緒に表示します。
5. オプション: 「ログ」タブをクリックして、ジョブを最適化したときに生成されたログを表示します。
6. 最適化された新規ジョブを保存するには、「名前を付けて保存」をクリックします。
7. 「最適化されたジョブを名前をつけて保存」ウィンドウでリポジトリー・ツリーを参照し、最適化され
たジョブの位置を見つけます。
8. 「項目名」フィールドで、新規ジョブの名前を指定するか、デフォルトの名前を受け入れます。
9. 「保存」をクリックして最適化された新規ジョブをリポジトリーに保存します。

例
次の図は、最適化されたジョブを、最適化前のルート・ジョブと比較して示します。
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図 41. Balanced Optimization の最適化されたジョブとルート・ジョブ

最適化ログの表示
最適化ログは、ジョブに対してどの最適化がどのような順序で行われたかについての詳細を示します。

このタスクについて
最終的な最適化は、多くのパターンを試行し、前のパターンによってジョブが変更されるに従ってパターン
を再試行した結果です。どの最適化がどのような順序で試行されたか、成功したときの内容、および成功し
なかった理由の詳細がログに記録されます。
最適化ログ・ファイルには、以下の 2 つのタイプがあります。
v optimizerMain.log には、Java と Prolog の両方のログ項目を含む、すべての Balanced Optimization ロ
グ項目が含まれます。
v optimizer.log には、Prolog のログ項目のみが含まれます。また、これらのログ項目は、「Balanced
Optimization」ウィンドウのログのタブにも表示されます。
Windows 7 では、最適化ログは C:¥Users¥user¥AppData¥Roaming¥IBM¥InformationServer¥DataStage
Client¥clientTagID¥BalOp¥logs ディレクトリーにあります。
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それ以前のバージョンの Windows では、最適化ログは C:¥Documents and Settings¥user¥Application
Data¥IBM¥InformationServer¥DataStage Client¥clientTagID¥BalOp¥logs ディレクトリーにあります。

手順
1. オプション: 詳細なデバッグ・メッセージ・セットをオンにするには、gandalf.properties プロパティ
ー・ファイルで prolog.loglevel プロパティーを debug に設定します。
Windows 7 では、gandalf.properties プロパティー・ファイルは
C:¥Users¥user¥AppData¥Roaming¥IBM¥InformationServer¥DataStage Client¥clientTagID¥BalOp¥etc デ
ィレクトリーにあります。
それ以前のバージョンの Windows では、gandalf.properties プロパティー・ファイルは
C:¥Documents and Settings¥user¥Application Data¥IBM¥InformationServer¥DataStage
Client¥clientTagID¥BalOp¥etc ディレクトリーにあります。
詳細なデバッグ・メッセージ・セットをオフにするには、gandalf.properties プロパティー・ファイル
で prolog.loglevel プロパティーを none に設定します。
2. ジョブを最適化します。
3. 「最適化」ウィンドウで、「ログ」タブをクリックします。
4. ログの詳細を表示します。ログ・メッセージは色分けされています。

例
次の図に最適化ログを示します。
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図 42. Balanced Optimization ログ

最適化されたジョブの検索
ジョブとそのジョブの最適化されたバージョンとの間には、関係が維持されています。特定のジョブの、す
べての最適化済みバージョンを検索できます。

このタスクについて
ルート・ジョブは、最適化済みのバージョンがなくてもコンパイルおよび実行が可能です。 ただし、
'where used' 照会をルート・ジョブ上で使用すると、そのジョブの最適化済みバージョンのリストを返しま
す。ルート・ジョブを変更した場合、変更を反映するためにジョブの再最適化が必要です。

手順
1. デザイナー・クライアントで、リポジトリー・ツリーの内のジョブを選択します。
2. 右クリックしてメニューを開くか、メインメニュー・バーから「リポジトリー」メニューを開きます。
3. 「使用場所の検索」 > 「JOB」 を選択して、選択したジョブの最適化済みバージョンを検索し、結果
を「拡張検索」ウィンドウに表示します。
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ルート・ジョブの検索
最適化されたジョブと最適化の元になったルート・ジョブとの間に関係が維持されています。最適化された
ジョブから検索して、ルート・ジョブを検出できます。

このタスクについて
最適化されたジョブのルート・ジョブの検出には、2 つの方式があります。デザイナー・クライアントの影
響分析ファシリティーを使用して従属性照会を実行するか、または「ジョブ・プロパティー」ウィンドウで
最適化されたジョブの従属性を表示できます。

手順
1. 従属性照会を使用してルート・ジョブを検出するには、以下の処理を実行します。
a. デザイナー・クライアントで、リポジトリー・ツリーの内のジョブを選択します。
b. 右クリックしてメニューを開くか、メインメニュー・バーから「リポジトリー」メニューを開きま
す。
c. 「従属性の検索」 > 「JOB」 を選択して、選択したジョブのルート・バージョンを検索し、結果を
「拡張検索」ウィンドウに表示します。
2. 従属性を「ジョブ・プロパティー」ウィンドウに表示するには、以下の処理を実行します。
a. デザイナー・クライアントで最適化されたジョブを開きます。
b. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」 を選択して、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを開き
ます。
c. 「従属性」タブをクリックして「従属性」ページを開きます。
d. ルート・ジョブの詳細が「従属性」グリッドに表示されます。グリッドに、ルート・ジョブの名前と
現行のジョブを生成するために最適化された日時が表示されます。

最適化されたジョブとルート・ジョブとの関係の切断
最適化されたジョブと最適化の元になったルート・ジョブとの間に維持されている関係を切断できます。

このタスクについて
ルート・ジョブと、そのジョブの最適化されたバージョンは、お互いに独立して編集、コンパイル、および
実行ができますが、関係が維持されています。 この関係により、ルート・ジョブは最適化されたジョブの
依存関係として見えます。 この関係のため、最適化されたジョブ自身を最適化できません。 必要であれ
ば、ルート・ジョブと最適化されたジョブがリンクを持たず、通常のジョブのように動作するように関係を
切断できます。
関係は、最適化されたジョブの「プロパティー」ウィンドウで切断します。

手順
1. デザイナー・クライアントで最適化されたジョブを開きます。
2. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」 を選択して、「ジョブ・プロパティー」ウィンドウを開きま
す。
3. 「従属性」タブをクリックして「従属性」ページを開きます。
4. 「従属性」グリッドで、ルート・ジョブの表示されている行を選択します。
5. メニューから「行の削除」を右クリックして選択し、関係を切断します。
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最適化されたジョブのエクスポート
最適化されたジョブを、IBM InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントからエクスポートし、ルー
ト・ジョブとの関係を維持することができます。

このタスクについて
最適化されたジョブは、ルート・ジョブとともにエクスポートします。ジョブを独立してエクスポートする
と、関係もエクスポートされるからです。 ジョブが、ルート・ジョブと同じ名前でターゲット・コンピュ
ーター上にある場合、そのジョブとのリンクが確立されます。 このリンクは必要な動作であることもあり
ますが、予期しない関係につながることもあります。
最適化されたジョブをデザイナー・クライアントからエクスポートできます。最適化されたジョブは、エク
スポート・サービス、資産交換インターフェース、または InfoSphere Information Server Manager など、使
用可能な他のエクスポート方式を使用してエクスポートすることもできます。

手順
1. リポジトリー・ツリーの内の最適化されたジョブを選択します。
2. 右クリックしてメニューから「エクスポート」を選択します。
3. 「リポジトリー・エクスポート」ウィンドウで、「従属項目を含める」オプションを選択します。
4. エクスポート・ファイルの名前を指定します。
5. 「OK」をクリックして最適化されたジョブをルート・ジョブとともにエクスポートします。

ルート・ジョブのエクスポート
ルート・ジョブを IBM InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントからエクスポートし、そのジョブ
の最適化済みバージョンとの関係を維持することができます。

このタスクについて
最適化済みバージョンのジョブを、エクスポートされるジョブに明示的に追加する必要があります。

手順
1. リポジトリー・ツリーの内のルート・ジョブを選択します。
2. 右クリックして「エクスポート」を選択します。
3. 「追加」をクリックし、「項目の選択」ウィンドウから最適化されたジョブを選択し、「OK」をクリ
ックしてジョブをエクスポートのリストに追加します。
4. エクスポート・ファイルの名前を指定します。
5. 「OK」をクリックしてルート・ジョブを選択した最適化されたジョブとともにエクスポートします。

ジョブ・デザインの考慮事項
InfoSphere DataStage ジョブに対して実行できる最適化には制約があります。
ソースまたはターゲット・データベースにネイティブの SQL は、InfoSphere DataStage の機能の一部をサ
ポートしないため、その機能はソースまたはターゲット・データベースにプッシュできません。
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SQL でサポートされる関数
データベースのネイティブ SQL は、ジョブ・デザインで使用できるすべての関数と同等の機能を提供する
わけではありません。
次の表は、Transformer ステージで使用できる関数と、SQL で再現できるかどうかを示します。
これらのサポートされない関数を Transformer ステージで使用すると、その Transformer ステージに含まれ
る処理はターゲットまたはソース SQL にプッシュできません。 これらの項目をジョブで使用する場合
は、データベース・ソースまたはターゲットにプッシュされない分離した Transformer ステージに隔離しま
す。
表 146. 関数

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

Abs(Number)

はい

はい

はい

はい

Acos(Number)

はい

はい

はい

はい

Alnum(String)

いいえ

いいえ

はい

いいえ

SQL で対応するものは
なし

Alpha(String)

いいえ

いいえ

はい

いいえ

SQL で対応するものは
なし

AsDouble(Number)

はい

はい

はい

はい

AsFloat(Number)

はい

はい

はい

はい

ASin(Number)

はい

はい

はい

はい

AsInteger(Number)

はい

はい

はい

はい

Atan(Number)

はい

はい

はい

はい

BitAnd(Num1,Num2)

いいえ

いいえ

はい

はい

BitCompress(String)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

BitExpand(Number)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

BitOr(Num1,Num2)

いいえ

いいえ

はい

いいえ

Ceil(Number)

はい

はい

はい

はい

Char(Number)

はい

いいえ

はい

はい

CompactWhiteSpace(String)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

Compare(String1,String2)

はい

はい

はい

はい

Compare(String1,String2,"L")

はい

はい

はい

はい

Compare(String1,String2,"R")

いいえ

いいえ

いいえ

はい

CompareNoCase(String1,String2)

はい

はい

はい

はい

CompareNum(String1,String2,
Length)

はい

はい

はい

はい

CompareNumNoCase(String1,String2,
Length)

はい

はい

はい

はい

Convert(FromList,ToList,String)

いいえ

はい

はい

はい

コメント

SQL で対応するものは
なし

Teradata SQL で対応す
るものはなし
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表 146. 関数 (続き)

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

Cos(Number)

はい

はい

はい

はい

Cosh(Number)

はい

はい

はい

はい

Count(String1,String2)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

CurrentDate()

はい

はい

はい

はい

CurrentTime()

はい

はい

はい

はい

CurrentTimeMS()

はい

いいえ

いいえ

はい

CurrentTimestamp()

はい

はい

はい

はい

CurrentTimestampMS()

はい

はい

いいえ

はい

DateFromDaysSince(Days,Date)

はい

はい

はい

はい

DateFromDaysSince(Days)

いいえ

いいえ

はい

はい

DateFromJulianDay(JulianDayNumber)

はい

はい

はい

はい

DateToString(Date)

はい

はい

はい

はい

DateToString(Date,Format)

はい

はい

はい

はい

DaysSinceFromDate(GivenDate,
SourceDate)

はい

はい

はい

はい

DCount(String,Delimiter)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

DecimalToDecimal(Number)

はい

いいえ

はい

はい

DB2 デフォルトの丸め
方法は DataStage デフォ
ルトの丸め方法とマッチ
しない

DecimalToDecimal(Number,Rounding)

一部

一部

一部

一部

DB2 では、
Rounding="trunc_zero" の
み Teradata、Netezza、お
よび Oracle では、
Rounding="round_inf" の
み

DecimalToDFloat(Number)

はい

はい

はい

はい

DecimalToDFloat(Number,"fix_zero")

はい

はい

はい

はい

DecimalToString(Number)

はい

はい

はい

はい

DecimalToString(Number,"fix_zero")

はい

はい

はい

はい

DFloatToDecimal(Number)

はい

いいえ

はい

はい
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コメント

SQL で対応するものは
なし

DB2 フォーマットは
「%DD.%MM.
%YYYY」、「%MM%DD-%YYYY」、「
%MM/%DD/
%YYYY」、「%YYYY%MM-%DD」に制限

DB2 デフォルトの丸め
方法は DataStage デフォ
ルトの丸め方法とマッチ
しない

表 146. 関数 (続き)

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

DFloatToDecimal(Number,Rounding)

一部

一部

一部

一部

DB2 では、
Rounding="trunc_zero" の
み Teradata、Netezza、お
よび Oracle では、
Rounding="round_inf" の
み

DFloatToStringNoExp(Number,scale)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

Div(Number,Divisor)

はい

はい

はい

はい

DownCase(String)

はい

はい

はい

はい

DQuote(String)

はい

はい

はい

はい

DSJobStartDate()

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

DSJobStartTime()

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

DSJobStartTimestamp()

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

ElementAt(Arg)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

Exp(Number)

はい

はい

はい

はい

Fabs(Number)

はい

はい

はい

はい

Field(String,Delimiter,Occurrence)

一部

一部

はい

はい

Occurrence=1 のみサポー
ト

Field(String,Delimiter,Occurrence,
Number)

一部

一部

いいえ

一部

Occurrence=1 および
Number=1 のみサポート

Floor(Number)

はい

はい

はい

はい

GetEnvironment(EnvVar)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

HoursFromTime(Time)

はい

はい

はい

はい

Index(String1,String2,Number)

一部

一部

はい

はい

IsNotNull(Arg)

はい

はい

はい

はい

IsNull(Arg)

はい

はい

はい

はい

コメント

SQL で対応するものは
なし

Teradata および DB2 で
は Number=1 のみサポ
ート
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表 146. 関数 (続き)

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

isValid(Type,Arg)

一部

いいえ

いいえ

いいえ

JulianDayFromDate(Date)

はい

はい

はい

はい

Ldexp(Mantissa,Exponent)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

Left(String,Length)

はい

はい

はい

はい

Len(String)

はい

はい

はい

はい

Llabs(Number)

いいえ

はい

はい

はい

Ln(Number)

はい

はい

はい

はい

Log10(Number)

はい

はい

はい

はい

MantissaFromDecimal(Number)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

MantissaFromDFloat(Number)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

Max(Num)

はい

はい

いいえ

はい

Max(Num1,Num2)

はい

はい

はい

はい

Mean(Num)

はい

はい

いいえ

はい

Mean(Num1,Num2)

はい

はい

いいえ

はい

MicrosecondsFromTime(Time)

はい

いいえ

はい

はい

Min(Num)

はい

はい

いいえ

はい

Min(Num1,Num2)

はい

はい

はい

はい

MinutesFromTime(Time)

はい

はい

はい

はい

Mod(Num1,Num2)

はい

はい

はい

いいえ

MonthDayFromDate(Date)

はい

はい

はい

はい

MonthFromDate(Date)

はい

はい

はい

はい

Neg(Number)

はい

はい

はい

はい

NextSKChain(Vector)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

NextSurrogateKey()

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし
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コメント
Teradata では次の引数を
サポート: 「date」、
「dfloat」、 「int16」、
「int32」、 「int64」、
「int8」、 「raw」、
「sfloat」、 「string」、
「time」、 「uint16」、
「uint32」、
「uint64」、 「unit8」、
「timestamp」

SQL で対応するものは
なし

Teradata SQL で対応す
るものはなし

DB2 TIME タイプはマ
イクロ秒はサポート対象
外

表 146. 関数 (続き)

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

NextWeekdayFromDate(Date,Weekday)

いいえ

いいえ

はい

はい

NullToEmpty(Arg)

はい

はい

はい

はい

NullToValue(Arg1,Arg2)

はい

はい

はい

いいえ

NullToZero(Arg)

はい

はい

はい

いいえ

Num(Arg)

いいえ

いいえ

はい

いいえ

PadString(String,PadString)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

PadString(String,PadString,Length)

いいえ

はい

はい

はい

Teradata SQL で対応す
るものはなし

PreviousWeekdayFromDate(Date,
Weekday)

いいえ

いいえ

はい

はい

PrevSKChain(Vector)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

Pwr(Num1,Num2)

はい

はい

はい

はい

Rand()

いいえ

いいえ

いいえ

はい

符号なし 32 ビット値を
生成。SQL INTEGER は
符号付き 32 ビット

Random()

いいえ

いいえ

いいえ

はい

符号なし 32 ビット値を
生成。SQL INTEGER は
符号付き 32 ビット

RawLength(Raw)

はい

はい

はい

はい

Right(String,Length)

はい

はい

はい

はい

SecondsFromTime(Time)

はい

はい

はい

はい

SecondsSinceFromTimestamp
(Timestamp1,Timestamp2)

いいえ

はい

はい

いいえ

Teradata または Oracle
SQL で対応するものは
なし

SetBit(Number)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

SetNull()

はい

はい

はい

はい

Seq(Character)

いいえ

はい

はい

はい

Sin(Number)

はい

はい

はい

はい

Sinh(Number)

はい

はい

はい

はい

Soundex(String)

はい

はい

いいえ

はい

Space(Number)

一部

はい

はい

はい

Sqrt(Number)

はい

はい

はい

はい

SQuote(String)

はい

はい

はい

はい

Str(String,RepeatCount)

一部

はい

はい

はい

StringToDate(String)

はい

はい

はい

はい

コメント

SQL で対応するものは
なし

Teradata では N <= 254
に制限

Teradata では、
RepeatCount <= 5
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表 146. 関数 (続き)

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

StringToDate(String,Format)

はい

一部

はい

はい

StringToDecimal(String)

はい

いいえ

はい

はい

StringToDecimal(String,Format)

一部

一部

一部

一部

StringToRaw(String)

はい

いいえ

いいえ

はい

StringToTime(String)

はい

はい

はい

はい

StringToTime(String,Format)

はい

一部

はい

いいえ

StringToTimestamp(String)

はい

はい

はい

はい

StringToTimestamp(String,Format)

はい

一部

はい

はい

DB2 では、Format は
「%YYYY-%MM-%DD
%HH-%NN-%SS」に制限

StringToUstring(String)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

StringToUstring(String,map_name)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

StripWhiteSpace(String)

いいえ

いいえ

いいえ

はい

Substring(String,SubString,Length)

はい

はい

はい

はい

Tan(Number)

はい

はい

はい

はい

Tanh(Number)

はい

はい

はい

はい

TimeDate()

はい

はい

はい

はい

TimeFromMidnightSeconds(Seconds)

はい

はい

はい

はい

TimestampFromDateTime(Date,Time)

はい

はい

はい

はい

TimestampFromSecondsSince(Seconds)

はい

はい

はい

はい

TimestampFromSecondsSince(Seconds,
Timestamp)

はい

はい

はい

はい

TimestampFromTimet(Time_t)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

TimestampToDate(Timestamp)

はい

はい

はい

はい

TimestampToString(Timestamp)

はい

はい

はい

はい

TimestampToString(Timestamp,Format)

はい

一部

一部

はい
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コメント
DB2 では、Format は
「%MM/%DD/%YYYY」
に制限

DB2 では、Format は
「trunc_zero」のみ。
Teradata、Netezza、およ
び Oracle では、Format
は「round_inf」のみ。

DB2 では、Format は
「%HH:%NN:%SS」に制
限

SQL で対応するものは
なし

DB2 では Format は、
「%YYYY-%MM-%DD
%HH:%NN:%SS」に制
限。Netezza では Format
はマイクロ秒を含みませ
ん。

表 146. 関数 (続き)

機能

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Oracle
Netezza で SQL でサ
ポート
サポート

TimestampToTime(Timestamp)

はい

はい

はい

はい

TimetFromTimestamp(Timestamp)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

TimeToString(Time)

はい

はい

はい

はい

TimeToString(Time,Format)

はい

一部

はい

はい

DB2 では、Format は
「%HH:%NN:%SS」に制
限

Trim(String)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

内部の空白の圧縮に対応
する SQL はなし

Trim(String,Option)

一部

一部

一部

一部

Option = 'E' または 'F'
のみ。

Trim(String,StripChar,Option)

一部

一部

一部

一部

Option = 'B', 'L' または
'T' のみ

TrimB(String)

はい

はい

はい

はい

TrimF(String)

はい

はい

はい

はい

TrimLeadingTrailing(String)

はい

はい

はい

はい

Upcase(String)

はい

はい

はい

はい

UstringToString(UnicodeString)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

UstringToString(UnicodeString,
MapName)

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL で対応するものは
なし

WeekdayFromDate(Date)

いいえ

はい

はい

はい

Teradata SQL で対応す
るものはなし

YeardayFromDate(Date)

はい

はい

はい

はい

YearFromDate(Date)

はい

はい

はい

はい

YearweekFromDate(Date)

いいえ

はい

はい

はい

コメント

SQL で対応するものは
なし

Teradata SQL で対応す
るものはなし

JAQL でサポートされる関数
JAQL 照会は、ジョブ・デザインで使用できるすべての関数と同等の機能を提供するわけではありません。
次の表は、Transformer ステージで使用できる関数と、JAQL で再現できるかどうかを示します。
これらのサポートされない関数を Transformer ステージで使用すると、その Transformer ステージに含まれ
る処理はターゲットまたはソース Hadoop クラスターにプッシュできません。 また、JAQL はフォーマッ
ト・マッピングをサポートしないため、フォーマット・ストリングを Transformer ステージの変換関数で使
用すると、その Transformer ステージに含まれる処理はターゲットまたはソースの Hadoop クラスターに
プッシュできません。
これらのサポートされない項目をジョブで使用する場合は、ソースまたはターゲットの Hadoop クラスタ
ーにプッシュされない分離した Transformer ステージにそれらの項目を隔離します。
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表 147. 関数
Transformer 関数

JAQL 関数

ASin(A)

サポートされません

Abs(A)

abs(A)

Acos(A)

サポートされません

AlNum(S)

alnum(S)

alnum はユーザー定
義の JAQL モジュ
ールです

Alpha(S)

alpha(S)

alpha はユーザー定
義の JAQL モジュ
ールです

AsDouble(N)

double(N)

AsFloat(N)

double(N)

AsInteger(N)

long(N)

Atan(A)

サポートされません

BitAnd(A,B)

サポートされません

BitCompress(A)

サポートされません

BitExpand(A)

サポートされません

BitOr(A,B)

サポートされません

BitXOr(A,B)

サポートされません

Ceil(A)

if(A==long(A)) A else long(A)+1

Char(N)

サポートされません

Char(ARG__N,"allow8bits")

サポートされません

Compare(S1,S2)

compare(S1,S2)

compare はユーザー
定義の JAQL モジ
ュールです

Compare(S1,S2,'L')

compare(S1,S2)

compare はユーザー
定義の JAQL モジ
ュールです

Compare(S1,S2,'R')

サポートされません

CompareNoCase(S1,S2)

compare(strLowerCase(S1),
strLowerCase(S2))

compare はユーザー
定義の JAQL モジ
ュールです

CompareNum(S1,S2,N)

compare(substring(S1,0,N),
substring(S2,0,N))

compare はユーザー
定義の JAQL モジ
ュールです

CompareNumNoCase(S1,S2,L)

compare( substring(strToLowerCase(S1) compare はユーザー
定義の JAQL モジ
,0,N), substring(strToLowerCase(S2)
ュールです
,0,N))

Convert(FL,TL,E)

convert(FL,TL,E)

Cos(A)

サポートされません

Cosh(A)

0.5*(exp(A)+exp(-A))

CurrentDate()

substring(serialize(now()),6,16)
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コメント

convert はユーザー
定義の JAQL モジ
ュールです

表 147. 関数 (続き)
Transformer 関数

JAQL 関数

コメント

CurrentTime()

substring(serialize(now()),17,25)

CurrentTimeMS()

substring(serialize(now()),17,29)

CurrentTimestamp()

substring(serialize(now()),6,16) + " "
+substring(serialize(now()),17,25)

CurrentTimestampMS()

substring(serialize(now()),6,16 )+ " " +
substring(serialize(now()),17,29)

DQuote(A)

'"'||A||'"'

SQuote(A)

サポートされません

DSJobStartDate()

substring(serialize(now()),6,16)

DSJobStartTime()

substring(serialize(now()),17,25)

DSJobStartTimestamp()

substring(serialize(now()),6,16) + " " +
substring(serialize(now()),17,25)

Date_from_days_since(DY)

サポートされません

DateFromComponents(YR,MON,DY)

serialize(YR)+ "-" + serialize(MON) +
"-" + serialize(DY)

DateFromDaysSince(A)

サポートされません

DateFromDaysSince(A,GD)

サポートされません

DateFromJulianDay(DY)

サポートされません

DateOffsetByComponents(D,YYOFF,MMOFF,DYOFF)

サポートされません

DateOffsetByDays(D,DYOFF)

サポートされません

DateToDecimal(D)

strJoin(strSplit(D,"-"),"")

DateToString(D)

D

DateToString(D,”%YYYY-%MM-%DD”)

D

DateToString(D,F)

サポートされません

Days_since_from_date(D)

サポートされません

DaysInMonth(D)

daysinmonth(D)

daysinmonth はユー
ザー定義の JAQL
モジュールです

DaysInYear(D)

daysinyear(D)

daysinyear はユーザ
ー定義の JAQL モ
ジュールです

DaysSinceFromDate(GD,SD)

サポートされません

DecimalToDFloat(N)

いいえ

DecimalToDFloat(N,"fix_zero")

いいえ

DecimalToDate(A)

substring(serialize(A),0,4)+ "-"
+substring(serialize(A),4,6)+ "-"
+substring(serialize(A),6,8)

DecimalToDecimal(N,"trunc_zero")

サポートされません

DecimalToDecimal(N)

いいえ

デフォルトの日付フ
ォーマットは
YYYY-MM-DD で
す
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表 147. 関数 (続き)
Transformer 関数

JAQL 関数

DecimalToDecimal(N,"round_inf")

サポートされません

DecimalToDecimal(N,"ceil")

サポートされません

DecimalToDecimal(N,"floor")

サポートされません

DecimalToString(N)

serialize(N)

DecimalToString(N,"fix_zero")

serilalize(N)

DecimalToString(N,"supress_zero")

serialize(double(N))

DfloatToDecimal(N)

いいえ

DfloatToDecimal(N,"round_inf")

サポートされません

DfloatToDecimal(N,"ceil")

サポートされません

DfloatToDecimal(N,"floor")

サポートされません

DfloatToDecimal(N,"trunc_zero")

サポートされません

Div(A,B)

if(B==0) 0 else double(A)/B

DownCase(A)

strToUpperCase(A)

Count(S,B)

count(strPosList(S,B))

コメント

(S->main string ,B->substring)
DCount(S,DL)

count(strPosList(S,DL))+1

Exp(A)

exp(A)

Fabs(A)

abs(A)

Field(A,DL,O,N)

strJoin(slice(strSplit(A,DL),O-1,N),DL)

Field(S,DL,O)

strSplit(S,DL)[O-1]

Floor(A)

long(A)

HoursFromTime(T)

long(substring(T,0,2))

Index(S,SB,1)

strPosList(S,B)[0]+1

Index(S,SB,N)

strPosList(S,B)[N]+1

IsNotNull(A)

not isnull(A)

IsNull(A)

isnull(A)

IsValid(Type, A)

サポートされません

JulianDayFromDate(D)

サポートされません

Left(S,N)

substring(S,0,N)

Len(S)

strLen(S)

Llabs(A)

abs(A)

Ln(A)

ln(A)

Max(A,B)

if(A>B)A else B

MicroSecondsFromTime(T)

サポートされません

MidnightSecondsFromTime(T)

long(substring(T,11,13))*3600 +
long(substring(T,14,16))*60 +
long(substring(T,17,19))

Min(A,B)

if(A<B)A else B
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「.」以外のすべて
の区切り文字をサポ
ートします

表 147. 関数 (続き)
Transformer 関数

JAQL 関数

コメント

MinutesFromTime(T)

long(substring(T,3,5))

MissingValCount(A)

count(*)-count(A)

Mod(A,B)

mod(A,B)

MonthDayFromDate(D)

long(substring(D,8,10))

MonthFromDate(D)

long(substring(D,5,7))

Neg(A)

-A

NextWeekdayFromDate(SD,DW)

サポートされません

NullToEmpty(A)

if(isnull(A)) "" else A

NullToValue(A,B)

if(isnull(A)) B else A

NullToZero(A)

if(isnull(A)) 0 else A

Num(S)

num(S)

num はユーザー定
義の JAQL モジュ
ールです

PadString(S,PS,PL)

S+padstring(PS,PSL)

padstring はユーザ
ー定義の JAQL モ
ジュールです

PreviousWeekdayFromDate(SD,DW)

サポートされません

Pwr(A,B)

pow(A,B)

Rand()

サポートされません

Random()

サポートされません

RawLength(A)

サポートされません

Right(S,N)

strJoin(slice(strSplit(S,""),
(strLen(S)-N+1), strLen(S)),"")

SecondsFromTime(T)

long(substring(T,6,8))

SecondsSinceFromTimestamp(TS1,TS2)

サポートされません

Seq(N)

サポートされません

Seq(N ,"allow8bits")

サポートされません

SetBit(A)

サポートされません

SetNull()

NULL

SeqAt(S,I)

サポートされません

Sin(A)

サポートされません

Sinh(A)

0.5*(exp(A)-exp(A))

Soundex(A)

サポートされません

Space(L)

padstring(" ",L)

Sqrt(A)

pow(A,0.5)

Str(S,R)

サポートされません

StringToDate(S)

S

padstring はユーザ
ー定義の JAQL モ
ジュールです

デフォルトの日付フ
ォーマットは
YYYY-MM-DD で
す
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表 147. 関数 (続き)
Transformer 関数

JAQL 関数

StringToDate(S,”%YYYY-%MM-%DD”)

S

StringToDate(S,F)

サポートされません

StringToDecimal(S)

double(S)

StringToDecimal(S,"round_inf")

サポートされません

StringToDecimal(S,"trunc_zero")

サポートされません

StringToDecimal(S,"ceil")

サポートされません

StringToDecimal(S,"floor")

サポートされません

StringToRaw(S)

サポートされません

StringToTime(S)

S

StringToTime(S,F) (マイクロ秒なしの F フォーマット・
ストリング)

サポートされません

StringToTime(S,"%HH:%NN:%SS")

S

コメント

デフォルトの時刻フ
ォーマットは
HH:NN:SS.N です

StringToTime(ARG__S,"%HH:%NN:%SS.N") (N には 1 か S
ら 6 までの値を指定可能)

デフォルトの時刻フ
ォーマットは
HH:NN:SS.N です

StringToTimestamp(S)

デフォルトの時刻フ
ォーマットは
YYYY-MM-DD
HH:NN:SS.N です

S

StringToTimestamp(S,F) (マイクロ秒なしの F フォーマッ サポートされません
ト・ストリング)
StringToTimestamp(S,F1) (マイクロ秒ありの F1 フォーマ サポートされません
ット・ストリング)
StringToTimestamp(S,"%YYYY-%MM-%DD
%HH:%NN:%SS")

S

StringToTimestaamp(S,"%YYYY-%MM-%DD
%HH:%NN:%SS.N") (N には 1 から 6 までの値を指定
可能)

S

StripWhiteSpace(S)

strip_white_space(S)

Substring(S,N)

substring(S,0,N)

Substring(S,Start,Len)

substring(S,Start,Start+Len)

Tan(A)

サポートされません

Tanh(A)

(exp(2*A)-1)/(exp(2*A)+1)

TimeDate()

time_date(now())
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strip_white_space は
ユーザー定義の
JAQL です

time_date は、この
マップを使用可能に
するために組み込ま
れた新しい JAQL
モジュールです

表 147. 関数 (続き)
Transformer 関数

JAQL 関数

コメント

TimeFromComponents(HH,MI,SS,MS)

serialize(HH) + ":" +serialize(MI) +
":" + serialize(SS) + "." +
serialize(MS)

TimeFromMidnightSeconds(S)

time_from_midnightseconds(S)

TimeOffsetByComponents(T,HHOFF,MIOFF,SSOFF)

サポートされません

TimestampOffsetByComponents(TS,
YYOFF,MMOFF,DYOFF,HHOFF,MIOFF,SSOFF)

サポートされません

TimeOffsetBySeconds(T,SSOFF)

サポートされません

TimeStampOffsetBySeconds(TS,SSOFF)

サポートされません

TimeToDecimal(T)

double(TimeToStr(T))

TimeToString(T)

T

TimeToString(T,F)

サポートされません

TimestampFromDateTime(D,T)

D+" "+T

TimestampFromSecondsSince(S)

サポートされません

TimestampFromSecondsSince(S,TS)

サポートされません

TimestampToDate(TS)

substring(TS,0,10)

タイム・スタンプ・
フォーマットは
YYY-MM-DD
HH:NN:SS.N です

TimestampToDecimal(TS)

TStoDecimal(TS)

TStoDecimal はユー
ザー定義の JAQL
関数です

TimestampToString(TS)

TS

TimestampToString(TS,F) (マイクロ秒なしの F フォーマ
ット・ストリング)

サポートされません

TimeStampToString(TS,F1) (マイクロ秒ありの F1 フォー
マット・ストリング)

サポートされません

TimeStampToString(TS,"%YYYY-%MM-%DD
%HH:%NN:%SS")

TS

TimeStampToString(TS,"%YYYY-%MM-%DD
%HH:%NN:%SS.N") (N には 1 から 6 までの値を指定
可能)

TS

TimestampToTime(TS)

substring(TS,11,26)

Trim(S,'E')

サポートされません

Trim(S,'F')

サポートされません

Trim(S,SC,'A')

サポートされません

time_from_
midnightseconds は
ユーザー定義の
JAQL です

TimeToStr はユーザ
ー定義の JAQL モ
ジュールです

タイム・スタンプ・
フォーマットは
YYY-MM-DD
HH:NN:SS.N です
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表 147. 関数 (続き)
Transformer 関数

JAQL 関数

コメント

Trim(S,SC,'B')

サポートされません

Trim(S,SC,'L')

サポートされません

Trim(S,SC,'T')

サポートされません

TrimB(S)

サポートされません

TrimF(S)

サポートされません

TrimLeadingTrailing(S)

サポートされません

Upcase(A)

strToUpperCase(A)

Variance(A)

サポートされません

VarianceNRecs(A)

サポートされません

WeekdayFromDate(D)

サポートされません

YearFromDate(D)

long(substring(D,0,4))

YeardayFromDate(D)

yearday_from_date(D)

yearday_from_date
はユーザー定義の
JAQL モジュールで
す

YearweekFromDate(D)

if(mod(yearday_from_date(D),7)==0)
yearday_from_date(D)/7 else
long(yearday_from_date(D)/7)+1

yearday_from_date
はユーザー定義の
JAQL モジュールで
す

SQL でサポートされるオペレーター
データベースのネイティブ SQL は、ジョブ・デザインで使用できるすべてのオペレーターと同等の機能を
提供するわけではありません。
次の表は、Transformer ステージで使用できるオペレーターと、SQL で再現できるかどうかを示します。
これらのサポートされないオペレーターを Transformer ステージで使用すると、その Transformer ステージ
に含まれる処理はターゲットまたはソース SQL にプッシュできません。 これらの項目をジョブで使用す
る場合は、データベース・ソースまたはターゲットにプッシュされない分離した Transformer ステージに隔
離します。
表 148. 演算子
オペレーター

Teradata SQL で IBM DB2 SQL
サポート
でサポート

Netezza でサポー
ト

Oracle でサポー
ト

-A

はい

はい

はい

はい

A - B

はい

はい

はい

はい

A ! B

はい

はい

はい

はい

A # B

はい

はい

はい

はい

A #< B

はい

はい

はい

はい

A #> B

はい

はい

はい

はい

A & B

はい

はい

はい

はい

A * B

はい

はい

はい

はい

A / B

はい

はい

はい

はい
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コメント

表 148. 演算子 (続き)
オペレーター

Teradata SQL で IBM DB2 SQL
サポート
でサポート

Netezza でサポー
ト

Oracle でサポー
ト

A : B

はい

はい

はい

はい

A ^ B

はい

はい

はい

はい

A + B

はい

はい

はい

はい

A < B

はい

はい

はい

はい

A <= B

はい

はい

はい

はい

A <> B

はい

はい

はい

はい

A = B

はい

はい

はい

はい

A =< B

はい

はい

はい

はい

A => B

はい

はい

はい

はい

A > B

はい

はい

はい

はい

A >< B

はい

はい

はい

はい

A >= B

はい

はい

はい

はい

A and B

はい

はい

はい

はい

A eq B

はい

はい

はい

はい

A ge B

はい

はい

はい

はい

A gt B

はい

はい

はい

はい

A le B

はい

はい

はい

はい

A lt B

はい

はい

はい

はい

A ne B

はい

はい

はい

はい

A or B

はい

はい

はい

はい

A**B

はい

はい

はい

はい

IF A THEN B
ELSE C

はい

はい

はい

はい

not A

はい

はい

はい

はい

not(A)

はい

はい

はい

はい

S[A]

はい

はい

はい

はい

S[A,B]

はい

はい

はい

はい

S[A,B,C]

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

コメント

N 番目のサブスト
リングと等価な
SQL はありませ
ん。

JAQL でサポートされるオペレーター
JAQL 照会は、ジョブ・デザインで使用できるすべてのオペレーターと同等の機能を提供するわけではあり
ません。
次の表は、Transformer ステージで使用できるオペレーターと、JAQL で再現できるかどうかを示します。

第 11 章 InfoSphere DataStage Balanced Optimization 概要

713

これらのサポートされないオペレーターを Transformer ステージで使用すると、その Transformer ステージ
に含まれる処理はターゲットまたはソース JAQL にプッシュできません。 これらの項目をジョブで使用す
る場合は、ソースまたはターゲットの Hadoop クラスターにプッシュされない分離した Transformer ステ
ージにそれらの項目を隔離します。
表 149. 演算子
トランスフォーマー・オペレーター

JAQL オペレーター

-A

-A

A - B

A - B

A ! B

A or B

A # B

A!=B

A #< B

A>=B

A #> B

A<=B

A & B

A and B

A * B

A*B

A / B

double(A)/B

A : B

serialize(A)+serialize(B)

A ^ B

pow(A,B)

A + B

A+B

A < B

A < B

A <= B

A<=B

A <> B

A!=B

A = B

A==B

A =< B

A<=B

A => B

A>=B

A > B

A > B

A >< B

A!=B

A >= B

A>=B

A and B

A and B

A eq B

A==B

A ge B

A>=B

A gt B

A > B

A le B

A<=B

A lt B

A < B

A ne B

A <> B

A or B

A OR B

A**B

pow(A,B)

IF A THEN B ELSE C

if(A) B else c

not A

not A

not(A)

not(A)

S[A]

if(long(N)>=0) substring(S,0,abs(N)) else
(strJoin(slice(strSplit(S,""),(strLen(S)-abs(N)+1),strLen(S)),""))

S[A,B]

substring(S,A,A+B)
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サポートされるマクロおよびシステム変数
データベースのネイティブ SQL は、ジョブ・デザインで使用できるすべてのマクロおよびシステム変数と
同等の機能を提供するわけではありません。
次の表は、Transformer ステージで使用できるマクロおよびシステム変数と、SQL で再現できるかどうかを
示します。
これらのサポートされないマクロおよびシステム変数を Transformer ステージで使用すると、その
Transformer ステージに含まれる処理はターゲットまたはソース SQL にプッシュできません。 これらの項
目をジョブで使用する場合は、データベース・ソースまたはターゲットにプッシュされない分離した
Transformer ステージに隔離します。
表 150. マクロおよびシステム変数

エレメント

Teradata
SQL でサ
ポート

IBM DB2
SQL でサ
ポート

Netezza で Oracle で
サポート
サポート

マクロ:

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

これらのマクロはジョブ実行のさまざまな
面に関係します。 SQL には同等のものは
ありません。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

データベース・マシンと IBM InfoSphere
Information Serverマシンが異なる場合、こ
の情報をキャプチャーすることはできませ
ん。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

SQL には同等のものはありません。

DSHostName
DSJobController
DSJobInvocationId
DSJobName
DSJobWaveNo
DSProjectName
マクロ:
DSJobStartDate
DSJobStartTime
DSJobStartTimestamp
システム変数:

コメント

@TRUE
@FALSE
@INROWNUM
@NUMPARTITIONS
@OUTROWNUM
@PARTITIONNUM

データベース・ステージ・タイプ
Balanced Optimization ツールでは、特定のタイプのデータベース・コネクター・ステージまたは Big Data
File ステージを含むジョブしか最適化できません。

Teradata Connector
最適化でサポートされるのは Teradata Connector のみです。 他の Teradata アクセス・ステージは最適化
でサポートされません。
Teradata Connector では、 Teradata Parallel Transporter インターフェースが、Teradata Connector を含むジ
ョブを実行する各 InfoSphere DataStage ノードにインストールされていることが必要です。
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ジョブ内の Join、Lookup、および Funnel ステージ処理は、関係するコネクター・ステージのすべての
「接続」プロパティー値が互換である場合に限って Teradata Connector ソースまたはターゲットにプッシ
ュされます。このようなステージはすべて、「サーバー」、「ユーザー名」、および「パスワード」プロパ
ティーが同じ値でなければなりません。これらの値は、リテラル値またはジョブ・パラメーターです。 こ
のようなすべてのステージのデータベースのプロパティーは互換である必要があり、次のスキームのいずれ
かに準拠しなければなりません。
v 関係するすべてのコネクターの「データベース」プロパティーはブランク (空ストリング) にセット。
「サーバー」および「ユーザー名」プロパティーは同じなので、すべてのこれらのコネクターは、特定
の Teradata サーバーおよびユーザー名について、同じデフォルトの Teradata データベースを参照しま
す。
v 関係するすべてのステージの「データベース」プロパティーは、リテラル値またはジョブ・パラメータ
ーを含む明示的な非ブランクの値にセット。
InfoSphere DataStage Balanced Optimization は、Teradata Connector 内の引用識別子はサポートしません。

DB2 Connector
最適化でサポートされるのは DB2 Connector のみです。 他の DB2 アクセス・ステージは最適化でサポー
トされません。
InfoSphere Balanced Optimization は、DB2 Connector 内の引用識別子はサポートしません。

Netezza Connector
最適化でサポートされるのは Netezza Connector のみです。 他の Netezza アクセス・ステージは最適化で
サポートされません。
InfoSphere Balanced Optimization は、Netezza Connector 内の引用識別子はサポートしません。

Oracle Connector
最適化でサポートされるのは Oracle Connector のみです。 他の Oracle アクセス・ステージは最適化でサ
ポートされません。
InfoSphere Balanced Optimization は、Oracle Connector 内の引用識別子はサポートしません。

Big Data File ステージ
InfoSphere Balanced Optimization は、Big Data File ステージの最適化をサポートします。

処理ステージ・タイプ
データベースのネイティブ SQL は、ジョブ・デザインで使用できるステージ・タイプによって提供される
機能をすべて提供するわけではありません。

Transformer ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization は、Transformer ステージの機能を最適化します。 BASIC
Transformer ステージの機能は最適化しません。
SQL は、静的変数をサポートしません。 したがって、出力仕様が直接または間接に自分自身を参照するス
テージ変数を含む Transformer ステージは最適化できません。 このようなロジックは、アキュムレーター
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および制御の切れ目ロジックなどの機能を実装するためによく使用されます。 このロジックを最適化する
には、他の方法、例えばアグリゲートを使用して表現しなければなりません。
SQL は、一時変数をサポートしません。 選択リスト・エレメントを生成する式が、他の選択リスト・エレ
メントを参照する方法はありません。 したがって、他の出力列出力仕様を参照する出力列出力仕様を含む
Transformer ステージは最適化できません。 最適化を使用可能にするには、共通副次式をステージ変数とし
て計算し、複数の出力列出力仕様に使用します。
静的変数または一時変数が使用されていることは、それらを使用するジョブを最適化するときに検出されま
す。 InfoSphere Balanced Optimization ツールは、ジョブを最適化できない理由について、詳細なログ情報
を提供します。 計算を再編成して、そのジョブの最適化を可能にすることができる場合があります。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、複雑な算術計算の間、中間結果を decimal(38,10) (合計で最大
38 桁、そのうち 10 桁が小数桁数) の精度/スケールでサポートします。 SQL データベースがサポートす
る最大値は、それぞれ異なります。 例えば、V6.2 より前の Teradata リリースは、最大精度 18 桁の小数
桁数をサポートします。 したがって、10 進データ・タイプの複雑な計算は、精度/スケールが低いため、
データベース SQL にプッシュされたときに丸め誤差を生じることがあります。 同等の結果を保証するた
めには、InfoSphere DataStage 環境変数 APT_DECIMAL_INTERM_PRECISION、
APT_DECIMAL_INTERM_SCALE、および APT_DECIMAL_INTERM_ROUNDMODE を設定して、中間結
果の精度、スケール、および丸め方式を制御できます。
NULL と 0 の値は、InfoSphere DataStage で等価な場合が多いです。 ルート・ジョブで、論理式
Link.Column = 0 は Link.Column が NULL 値を持つ場合、真と評価されることがあります。 SQL にはこ
れと等価なものはありません。 NULL をテストすることが目的の場合は、関数 IsNull(Link.Column) を使
用します。 0 と NULL が等価であるため、NULL 地を生成する場合のあるステージ (例えば、外部結合
を実行する Join ステージ) の出力を Transformer ステージが取り込む場合、問題が生じることがありま
す。

Filter ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは、Filter ステージの機能を最適化します。 Filter ステ
ージが最適化されると、Filter ステージで指定されたすべての述部がコネクターの SQL ステートメントに
結合されます。
InfoSphere Balanced Optimization ツールは、次の Filter ステージ関数はサポートしません。
v Null 値 (「より大きい」に設定されている場合)
v 行を一度だけ出力 (「真」に設定されている場合)

Aggregator ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは、計算アグリゲート・タイプをサポートします。カウ
ントまたは再計算アグリゲート・タイプはサポートしません。
InfoSphere Balanced Optimization ツールは、次のアグリゲート関数はサポートしません。
v 修正平方和
v 欠損値
v タイプを保持
v サマリー
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標準偏差および分散など、ある種の統計関数では、アグリゲートがデータベースにプッシュされたルート・
ジョブと最適化されたジョブとの間で、計算の答えに若干の差がある場合があります。 これは、パラレル
計算アルゴリズムおよび、InfoSphere DataStage とデータベースとの中間結果の精度の違いによるもので
す。 これらの差は、通常第 4 有効数字以下であり、実際的な目的に関しては重要ではありません。 その
他のほとんどの計算 (カウント、合計、平均) の値は影響されません。

Remove Duplicates ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは、Remove Duplicates ステージの機能を最適化しま
す。 Remove Duplicates ステージで定義されるキー列は、非キー列に同じ値を持つ行をグループ化するた
めに使用されます。「保存する重複」オプションでは、「最初」 (各グループの最初の行を保持) および
「最後」 (各グループの最後の行を保持) の両方の値がサポートされます。Remove Duplicates ステージ
は、「キー列の大/小文字の区別のオプション = 偽」をサポートしません。また、Remove Duplicates ステ
ージは、ソース・コネクターにのみプッシュできます。

Join ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは 2 つの入力を持つ結合をサポートします。
デフォルトでは、Join ステージは両方の入力リンクのデータをソートします。 このソートの結果、出力デ
ータは結合キーでソートされます。 InfoSphere DataStage プロジェクト環境変数
APT_NO_SORT_INSERTION がセットされている場合、ソートは抑制されます。 Join ステージをデータベ
ース・ソースにプッシュすると、APT_NO_SORT_INSERTION がセットされていない場合のように、ソー
ト・キーに対する ORDER BY 節が必ず生成されます。
InfoSphere DataStage は、異なるタイプの結合キーを比較可能にするために、暗黙的なタイプ変換を実行し
ます。 しかし SQL ははるかに厳密で、このような暗黙的な変換によりランタイム・データベース・エラ
ーが発生することがあります。 したがって、異なるタイプ・グループ (例えば、数値とストリング) 内の
結合キー列は最適化できません。

Lookup ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは 2 つの入力を持つ単一のルックアップをサポートし
ます。
次のルックアップ条件がサポートされます。
v ルックアップ・キーが等しいこと (文字タイプの列では大/小文字を区別)
v マルチキー・ルックアップ
次のルックアップ条件はサポートされません。
v 範囲ルックアップ
v 文字タイプの列に対する大/小文字を区別しないキー等価ルックアップ。
ルックアップの失敗時および条件不一致時にサポートされるのは、続行およびドロップ・アクションだけで
す。 ルックアップ失敗時および条件不一致時は、両方が同じアクションにセットされている必要がありま
す。 その他の場合は、最適化ログに警告が与えられ、Lookup ステージの最適化は実行されません。
InfoSphere DataStage は、異なるタイプの結合キーを比較可能にするために、暗黙的なタイプ変換を実行し
ます。 しかし SQL ははるかに厳密で、このような暗黙的な変換によりランタイム・データベース・エラ
ーが発生することがあります。 したがって、異なるタイプ・グループ (例えば、数値とストリング) 内の
ルックアップ・キー列は最適化できません。
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デフォルトでは、通常の (スパースでない)ルックアップに関しては、InfoSphere DataStage はルックアッ
プ・キーまたはルックアップ・テーブルからのキーに関する 1 行のマッチングのみを使用し、マッチする
他のルックアップ・テーブルの行は無視します。 この動作は SQL の結合ではサポートされません。 しか
し、代表的な InfoSphere DataStage の使用法は、ユニークな行を持つルックアップ・テーブルに対するも
のなので、Balanced Optimization はルックアップ・テーブルがユニークな行を持つことを確認するように警
告を出します。 この警告を除去するには、Lookup ステージの「複数行が返されるリンク」プロパティー
を参照リンクの名前にセットするか、参照テーブルを提供するデータベース・コネクターの「ルックアッ
プ・タイプ」プロパティーを「スパース」にセットします。 ルックアップ・テーブルのルックアップ・キ
ーがユニークな行を持たない場合、マッチする行だけを使用することが目的であれば、このルックアップは
最適化しないでください。

Copy ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは、Copy ステージの機能を最適化します。Copy ステー
ジは、「強制」オプションが「真」に設定されている場合は最適化されません。 Copy ステージは最適化
されると、ジョブから削除されます。

Sort ステージ
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは、Sort ステージの機能を最適化します。 Sort ステー
ジが最適化されると、同等の SQL ORDER BY 節が生成されます。
Sort ステージは、以下のオプションの値のいずれか次のように設定されている場合は最適化されません。
v 出力統計 = 真
v キー変更列を作成 = 真
v クラスター・キー変更列を作成 = 真
v EBCDIC としてソート = 真
v NULL の位置 = 最後
v ステーブル・ソート = 真

コンテナー
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールはコンテナーをサポートしません。最適化はコンテナー
境界で停止します。
ローカル・コンテナーのあるジョブでは、ローカル・コンテナー「取り外し」オプションを使用して、コン
テナー・コンテンツをジョブの一部にし、最適化の対象にします。 ジョブ内のローカル Container ステー
ジを選択して右クリックし、「取り外し」を選択します。
共有コンテナーのあるジョブでは、「ローカル・コンテナーに変換」オプションを使用し、その後ローカ
ル・コンテナーを取り外します。 ジョブ内の Shared Container ステージを選択して右クリックし、「ロー
カル・コンテナーに変換」を選択します。

複数の出力リンクまたはリジェクト・リンクを持つステージ
Transformer、Filter、および Copy の処理ステージは、リジェクト・リンクを含む複数の出力リンクを持つ
ことができます。リジェクト・リンクの最適化は、Filter ステージを除き、広範囲にはサポートされていま
せん。 Filter ステージのリジェクト・リンクは、「その他」述部と関連付けられていることを除き、出力
リンクと同様に動作します。リジェクト・リンクも Filter ステージもない Transformer ステージまたは
Copy ステージでは、複数の出力リンクを最適化できます。最適化プロセスでは、複数の出力リンクを持つ
第 11 章 InfoSphere DataStage Balanced Optimization 概要
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これらの各ステージが、最初に出力リンクごとに 1 つずつの重複コピーに分割されます。この拡張された
中間ジョブでは、各ステージは 1 つの出力リンクしか持つことができず、1 つの出力リンクを持つステー
ジが含まれる他のジョブのように最適化されます。

ユーザー定義 SQL
ジョブにユーザー定義 SQL が含まれる場合、最適化の制限がある場合があります。
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールは、ユーザー定義 SQL の構文解析を試みますが、デー
タベースにとって有効でも SQL の構文解析ができない場合があります。
ターゲット・コネクター内の SQL については、SQL の構文解析に失敗すると、処理はそのデータベー
ス・ターゲットにプッシュされません。この制限に加えて、ターゲット・コネクターでのユーザー定義
SQL の最適化は、Netezza Connector に対してのみサポートされています。
ソースまたは参照コネクター内の SQL については、SQL の構文解析に失敗すると、最適化トレース・ロ
グに警告が記録されます。構文解析されなかった SQL ステートメントは、処理をソースにプッシュするた
めに生成された SQL に埋め込まれます。 Optimization は、構文解析されなかった SQL ステートメント
内に ORDER BY 節があればそれをドロップしようとします。
ジョブ全体がターゲット・コネクター SQL にプッシュされる場合、構文解析されなかったソースまたは参
照 SQL は生成されたターゲット SQL に埋め込まれます。 このような最適化ジョブの詳細な実行ログを
チェックして、このような埋め込みソースまたは参照 SQL を含む結合 SQL が正しく機能することを確認
してください。
SQL を定義するときに複数のデータベース・インスタンスを使用する場合、表の名前は目的のデータベー
ス・インスタンス名で完全修飾してください (例えば、tablename ではなく dbinstancename.tablename)。
InfoSphere Balanced Optimization がユーザー定義 SQL を構文解析できない場合、SQL ステートメントが
結合されたときに完全修飾名により正しいネーム解決が保証されます。

Join、Lookup、および Funnel ステージにおけるコネクターの結合
Balanced Optimization では、ジョブ・デザインがいくつかの基本的なルールに従っていれば、複数のコネク
ターを結合することができます。
Balanced Optimization では、コネクターを結合して Join、Lookup、および Funnel ステージの入力リンク
にアタッチすることができます。また、一方が Join、Lookup、および Funnel ステージへの入力、他方が
出力であるようなコネクターを結合することもできます。
ジョブ・デザインが次のルールに従っていれば、Balanced Optimization により、Join または Lookup ステ
ージにリンクされた 2 つのコネクターの結合や、ルート・ジョブ内の Funnel ステージにリンクされた複
数のコネクターの結合が可能です。
v 「サーバー」プロパティー (DB2 Connector では「インスタンス」プロパティー) は、同じリテラル値を
指定するか、またはすべてのコネクター内で同じジョブ・パラメーターを使用して値を指定しなければ
なりません。
v 「データベース」プロパティーは、すべてのコネクターでブランクであるか、またはデータベース名ま
たはジョブ・パラメーターを指定しなければなりません。 コネクターは、お互いに異なるデータベース
名またはジョブ・パラメーターを指定できます。 (「データベース」プロパティーは Oracle Connector
では必須ではありません。)
v 「ユーザー名」プロパティーは、同じリテラル値を指定するか、または両方のコネクターで同じジョ
ブ・パラメーターを使用して値を指定しなければなりません。
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v 「パスワード」プロパティーは、同じリテラル値を指定するか、または両方のコネクターで同じジョ
ブ・パラメーターを使用して値を指定しなければなりません。

ランタイム列伝搬
InfoSphere DataStage Balanced Optimization ツールはランタイム列伝搬をサポートしません。
InfoSphere DataStage Balanced Optimization は、処理がターゲット・データベース・コネクターにプッシュ
される場合、またはコネクターがバルク・ステージングを使用するように変更された場合は、そのコネクタ
ーへの入力リンクでのランタイム列伝搬をオフにします。 ランタイム列伝搬がオフにされた場合、最適化
ログに DETAIL メッセージがポストされます。 実行時にどの列が伝搬されるかを予測する方法はないた
め、生成される SQL ステートメントにこのような列を含めることはできません。 これは、ルート・ジョ
ブにジョブ内のソースからターゲットへのランタイム列伝搬がある場合、データ・ソースから伝搬された追
加の列はターゲット表に作成または設定されないことを意味します。
ランタイム列伝搬はターゲット・コネクターにプッシュされないジョブの部分では変更されないままです。
処理がソースまたは参照として使用されるコネクターにプッシュされる場合、元のソース照会から返された
可能性のある追加の列が、ソース・データベースから伝搬されない可能性があります。これは、ソース
SQL にプッシュされた処理が、ジョブ内で明示的に名づけられていない追加の列をマスクする可能性があ
るからです。

データのソートとデータベース・ソース
処理ステージがソース・データベース・コネクターからソートを行う場合、 InfoSphere DataStage Balanced
Optimization ツールは特定のルールを実施します。
以下のルールが実施されます。
v ソース・コネクター SQL に ORDER BY 節が含まれ、以下の処理ステージがステーブル・ソートを行
う場合、最適化ログに警告がポストされ、ソートは非ステーブルとして扱われます。
v ソース・コネクター SQL の ORDER BY 節はドロップされます。 処理ステージがステーブルまたは非
ステーブルのソートを行う場合、新しいソース SQL では新しい ORDER BY 節に変換されます。
ステーブル・ソートでは、以前のソートがあった場合その行の順序は新しいソート内で保存されるため、2
次ソート・キーのように動作します。 非ステーブル・ソートでは、以前の順序は保存される保証はありま
せん。
ルールは、処理ステージ内のロジックをソース・コネクターにプッシュするたびに適用されます。 例え
ば、非ステーブル・ソートのシーケンスがある場合 (間に処理ステージがあっても)、そのステージの最後
のソートだけがソース・データベース・コネクター SQL にプッシュされます。 使用可能な最適化を最大
限に利用するために、複数の列のデータのソートを必要とするジョブは、ジョブ内の後のほうでソートを開
始し、すべての可能な処理をデータのソートの前に実行するようにデザインします。また、ジョブ・デザイ
ン内で、結合の前にデータをソートすることは避けてください。結合では、結合キーに非ステーブル・ソー
トが暗黙的に挿入されます。
InfoSphere DataStage Balanced Optimization は、次の環境では、ソートのデータベース・ソースへのプッシ
ュはサポートしません。
v 異なる各国語サポート・コード・ページまたは照合シーケンスがルート・ジョブとソース・データベー
スにある場合。
v ジョブ内で EBCDIC ソートが指定された場合。
v ジョブ内で大/小文字を区別しないソートが指定された場合。
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v ヌルが (最初ではなく) 最後にソートされる場合。

データのソートとデータベース・ターゲット
ジョブでは、ソート・データを処理または作成することがよくあります。 これらのソート処理の多くのセ
マンティクスは、データベース・ターゲットにプッシュされる SQL に直接反映できません。
UPDATE ステートメントで、2 つ以上のデータ行がデータベース表内の 1 つの行に非可換的に影響する場
合、(例えば、給料フィールドを 2 つの異なる値に設定する)、データ行がターゲット表に適用される順序
が重要になります。 INSERT ステートメントで、同じ主キーを持つ 2 つ以上のデータ行がターゲット表に
行を INSERT しようとすると、最初のものだけが成功します。
InfoSphere Balanced Optimization ツールは、ソート・データに関して正しいセマンティクスを保存しようと
します。 多くの場合、InfoSphere DataStage Balanced Optimization は、データ行のデータベース表への適
用順序が重要かどうかを、ルート・ジョブ・デザインから確信度を持って判断でき、特定の最適化を実施ま
たは回避します。
処理のソート順序に従属性があることがわかっているかその可能性がある場合、「プロセスをデータベー
ス・ターゲットにプッシュ」オプションをオフにします。これにより、ターゲット・データベースへの正し
い書き込みセマンティクスが保証されます。

データ・タイプ
ソース・データベース、ターゲット・データベース、または Hadoop クラスターが、InfoSphere DataStage
がサポートするデータ・タイプの一部をサポートしない場合があります。
Teradata V2R5.1、V2R6.0、および V2R6.1 は 64 ビット整数 (BIGINTs) をサポートしないので、64 ビッ
ト整数を返す InfoSphere DataStage 関数は Teradata ソースまたはターゲットにプッシュできません。
DECIMAL タイプの最大精度は Teradata V2R5.1、V2R6.0、および V2R6.1 で 18 桁、Teradata V12 では
38 桁です。
DB2 9.1 の TIME データ・タイプは、小数桁またはマイクロ秒はサポートしません。
次の表に、トランスフォーマー・データ・タイプと各データベースおよび JAQL 照会の対応するデータ・
タイプを示します。
表 151. トランスフォーマー・データ・タイプ
トランスフォーマ
ー・データ・タイプ

Teradata デー
タ・タイプ

IBM DB2 デー
タ・タイプ

Netezza データ・ Oracle データ・タ
タイプ
イプ

JAQL データ・
タイプ

BIGINT

BIGINT

BIGINT

BIGINT

NUMBER(19)

LONG

BINARY

BYTE

CHARACTER

サポートされま
せん

RAW

BINARY

BIT

SMALLINT

SMALLINT

BOOLEAN

NUMBER(5)

BOOLEAN

CHAR

CHAR

CHARACTER

CHAR

CHAR

STRING

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

STRING

DECIMAL

DECIMAL

DECIMAL

NUMERIC また
は DECIMAL

NUMBER

DOUBLE

DOUBLE

FLOAT

DOUBLE

BINARY_DOUBLE
DOUBLE
PRECISION また
は FLOAT(15)

722

パラレル・ジョブ開発者ガイド

DOUBLE

表 151. トランスフォーマー・データ・タイプ (続き)
トランスフォーマ
ー・データ・タイプ

Teradata デー
タ・タイプ

IBM DB2 デー
タ・タイプ

Netezza データ・ Oracle データ・タ
タイプ
イプ

JAQL データ・
タイプ

FLOAT

FLOAT

DOUBLE

FLOAT

BINARY_FLOAT

DOUBLE

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

NUMBER(10)

LONG

LONGVARBINARY

BLOB

BLOB

サポートされま
せん

BLOB

BINARY

LONGVARCHAR

CLOB

CLOB

NVARCHAR

CLOB

STRING

NUMERIC

DECIMAL

DECIMAL

NUMERIC

NUMBER

DOUBLE

REAL

FLOAT

REAL

REAL または
FLOAT(6)

BINARY_FLOAT

DOUBLE

SMALLINT

SMALLINT

SMALLINT

SMALLINT

NUMBER(5)

LONG

TIME

TIME

TIME

TIME

INTERVAL
DAY(2) TO
SECOND(0)

STRING

TIMESTAMP

TIMESTAMP

TIMESTAMP

TIMESTAMP

TIMESTAMP

STRING

TINYINT

SMALLINT

SMALLINT

BYTEINT

NUMBER(5)

LONG

VARBINARY

VARBYTE

VARCHAR

サポートされま
せん

RAW

BINARY

VARCHAR

VARCHAR

VARCHAR

NVARCHAR

VARCHAR2

STRING

WCHAR

CHAR

GRAPHIC

サポートされま
せん

NCHAR

サポートされま
せん

WLONGVARCHAR

CLOB

LONG
VARGRAPHIC

サポートされま
せん

NCLOB

サポートされま
せん

WVARCHAR

VARCHAR

VARGRAPHIC

サポートされま
せん

NVARCHAR2

サポートされま
せん

変換エラー
ルート・ジョブを最適化する前に、変換エラーがあれば解決しなければなりません。

タイプ変換エラー
ジョブをコンパイルして実行するとき、ジョブ・ログの暗黙的な変換の警告を確認します。 Transformer ス
テージの明示的なタイプ変換機能を使用して、報告されたジョブ・デザインの問題を解決します。 変換が
同等の SQL に正しくマップされることを保証するため、暗黙的な変換ではなく明示的な変換を使用しなけ
ればなりません。

NULL 可能から NULL 可能でない列の変換エラー
正しい非 NULL の値を保証するため、Transformer ステージ関数 NullToZero、NullToEmpty、および
NullToValue をジョブ・デザインで使用します。 このプロセスは、外部結合を行う Join ステージをフィー
ドするデータベース・ソースについては特に重要です。列が明示的に NULL 可能でない場合を除き、マッ
チしない行の列に対して NULL 値を出力するからです。
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文字セット変換エラー
コネクターの「クライアント文字セット」プロパティーが、すべてのソースおよびターゲット表の列で、
CHARACTER SET 仕様と互換であることを確認してください。 例えば、ソース・データベース表の列が
CHARACTER SET UNICODE で定義されている場合、内部ストリングのバッファーの十分なスペースを確
保するため、ソース・コネクターのクライアント文字セットは UTF8 などのマルチバイト文字セットを指
定しなければなりません。

複合書き込みモードと表の循環参照
ジョブで表を更新するために複合書き込みモードを使用する場合、特別な考慮事項があります。
InfoSphere DataStage コネクターは、挿入してから更新、更新してから挿入、および削除してから挿入とい
う 3 つの複合書き込みモードを提供します。 挿入してから更新または削除してから挿入モードがターゲッ
ト・データベースにプッシュされる場合、複合オペレーションを実装するために Balanced Optimization に
より 2 つの連続する SQL ステートメントが生成されます。更新してから挿入オペレーションがターゲッ
ト・データベースにプッシュされる場合、Balanced Optimization は SQL MERGE ステートメントを生成し
ます。ただし、Teradata V12 より前の Teradata データベースは例外で、2 つの SQL ステートメントが生
成されます。
2 つの SQL ステートメントが生成されると表の循環参照問題が起きることがあります。 表の循環参照と
は、ソースとターゲットが同じデータベース表を直接またはデータベース・ビューを通して間接的に参照す
る場合をいいます。 Balanced Optimization ツールが直接循環参照を検出すると、最適化のその部分は中止
され、警告が出されます。しかし、Balanced Optimization は間接循環参照は検出できません。 このような
場合、最適化オプションを使用してこの処理がターゲット・コネクターにプッシュされるのを防ぐ必要があ
ります。 次のオプションまたはプロパティー (複数可) を使用します。
v 「最適化を中止するステージの名前」プロパティーを、循環参照がおきる Join または Lookup ステージ
の名前にセットします。
v 「プロセスをデータベース・ターゲットにプッシュ」、「データベース・ターゲットにバルク・ステー
ジングを使用」、および「すべてのプロセスを (ターゲット) データベースにプッシュ」オプションをオ
フにします。
表の循環参照問題は、更新してから挿入オペレーションが SQL MERGE ステートメントにプッシュされる
場合には発生しません。

ステージング表管理
バルク・ロード・オプションを指定すると、「すべてのプロセスをデータベースにプッシュ」オプションが
選択されている場合を除き、InfoSphere DataStage Balanced Optimization はターゲット・データベースのス
テージング表を使用します。
デフォルトでは、ステージング表はターゲット表と同じデータベース・インスタンスまたは表スペースに作
成されますが、「ステージング表データベース・インスタンス名」(Teradata) または「ステージング表スペ
ース」(IBM DB2、および Oracle) プロパティーを使用して、異なるデータベース・インスタンスまたは表
スペースの名前を指定し、そこにステージング表を作成できます。
「ステージング表名」を指定しないと、Balanced Optimization ツールはユニークなステージング表名を生成
します。最適化されたジョブのターゲット・コネクター・プロパティーは、ステージング表を作成し、パラ
レルでバルク・ロードを行い、実際のターゲット表へコンテンツを後処理し、その後ステージング表をドロ
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ップするように設定されます。バルク・ロード中のパフォーマンス・ロスを最小化し、DataStage ジョブ・
リンク内の誤ってマークされた列定義を許容するため、非 NULL などの制約はステージング表の作成時に
は使用されません。
Netezza Connector に固有のステージング表の管理について詳しくは、「Netezza Connector 固有の考慮事
項」を参照してください。
最適化後、必要であればこれらのコネクター・プロパティーを修正できます (例えば、コンテンツを調べる
ためにステージング表を保存できます)。静的に事前定義されたステージング表を使用する場合は、生成さ
れた CREATE TABLE ステートメントをコネクターの TableAction セクションで使用してステージング表
を作成できます。ただし、後でルート・ジョブを異なるオプションで再最適化したり、ルート・ジョブ・デ
ザインを後で変更したりすると、必要なスキーマが変更され、CREATE TABLE ステートメントを再指定
しなければならない場合があるので注意してください。
次の表は、表のバルク・ロードを行うようにジョブが最適化されたとき、ターゲット Teradata Connector
に設定されるパラレル同期のプロパティーを示します。
表 152. バルク・ロードの Teradata Connector 同期プロパティー設定
プロパティー

設定

同期表

最適化されたジョブの専用同期表に対して生成された名前

同期サーバー

ブランク (デフォルトはサーバー・プロパティー値)

同期ユーザー

ブランク (デフォルトはユーザー名プロパティー値)

同期パスワード

ブランク (デフォルトはパスワード・プロパティー値)

同期データベース

ステージング表データベース・インスタンス名最適化プロ
パティーと同じに設定します。ユーザーは、このデータベ
ースで CREATE TABLE 権限がなければなりません。

同期 ID

特定の最適化されたジョブに対する固有値に設定します。
同じ最適化されたジョブを異なる InfoSphere Information
Server サーバー上で並列して実行する場合は、それぞれ
のジョブ・インスタンスでこの値を異なる値に設定する必
要があります。

同期表のアクション

Create (同期表が存在しない場合は作成されます)

同期表クリーンアップ

Keep (同期表はジョブの実行後保持されます)

同期書き込みモード

Insert (このジョブが実行されるごとに新規の行が追加さ
れます)

同期ポーリング

0 (デフォルト)

同期タイムアウト

0 (デフォルト)

Netezza Connector 固有の考慮事項
Netezza Connector ジョブを最適化するときに、次の考慮事項に注意してください。

アクション列のサポート
「アクション列」の書き込みモードが使用されている場合、ターゲット Netezza Connector の列をアクショ
ン列として指定できます。
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表 153. アクション列のサポート
アクション値

SQL 操作

I

挿入

U

更新

D

削除

R

置換 (削除して挿入)

M

マージ (レコードが存在しない場合は更新または挿入)

処理ステージまたは Join ステージが、「アクション列」の書き込みモードで構成されたターゲット
Netezza Connector にプッシュされる場合、連続する DELETE/UPDATE/INSERT ステートメントがターゲ
ット・コネクターの「AFTER SQL」フィールドに生成されます。これらの SQL ステートメントは、処理
ロジックまたは結合ロジックと、「アクション列」の書き込みモードによって暗黙指定されている元の
DELETE/UPDATE/INSERT 操作を結合します。

更新でのユニーク・キー列のサポート
「ユニーク・キー列を使用」オプションがターゲット Netezza Connector で「はい」に設定されている場
合、Balanced Optimization は、ターゲット SQL update ステートメントに追加の SQL 式を生成します。こ
れにより、ユニーク・キー列に同じ値を持つ行の各グループの 1 つの行のみが、update ステートメントで
使用されます。

一時作業表のサポートとステージング表の管理
Netezza Connector は、一時作業表 (TWT) を、ターゲット Netezza Connector の入力リンクから受信した
行のステージング領域として使用します。 TWT 表は、自動モードと既存モードで管理できます。自動モ
ードでは、TWT 表が実行時に Netezza Connector によって自動的に作成されます。既存モードでは、TWT
の名前がコネクターの「TWT 名」プロパティーによって明示的に指定されます。InfoSphere DataStage
Balanced Optimization は、さまざまな状況で自動モードと既存モードの両方をサポートします。
シナリオ 1: 「すべての処理をデータベースにプッシュ」オプションが選択され、最適化に適用されている
場合
「すべての処理をデータベースにプッシュ」オプションが選択され、最適化に適用されている場合は、選択
されているモードに応じて、一時作業表が次の方式のいずれかで管理されます。
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表 154. シナリオ 1 に対する自動モードと既存モードでの TWT のサポート
元のジョブでの TWT のモード

一時作業表の管理方法

既存

v Balanced Optimization ステージング表名が別の表名に
設定されている場合を除き、TWT 名は変更されませ
ん。Balanced Optimization ステージング表名が別の表
名に設定されている場合、ステージング表は最適化さ
れたジョブで新しい TWT 表として使用されます。ス
テージング表は、元の表で指定された TWT 表と同じ
スキーマを持っている必要があります。「TWT に別の
接続を使用」オプションが使用されている場合、ステ
ージング表は元の一時作業表と同じデータベース上に
存在している必要があります。
v ターゲット・コネクター内の TWT 表のプロパティー
領域の他のすべてのフィールドは、ステージング表名
が設定されているかどうかにかかわらず、元のジョブ
から最適化されたジョブにコピーされます。
v 最終の TWT 表は、最適化されたジョブの実行前に存
在している必要があります。 Balanced Optimization が
最終の TWT 表を自動的に作成またはドロップするこ
とはありません。

自動

v ターゲット・コネクター内の TWT 表のプロパティー
領域のすべてのプロパティーは、Balanced Optimization
ステージング表名が設定されているかどうかにかかわ
らず、元のジョブから最適化されたジョブにコピーさ
れます。
v TWT 表は、Netezza Connector によって自動的に作成
またはドロップされます。Balanced Optimization は、
生成された SQL 照会で TWT 表を使用することはあ
りません。

シナリオ 2: 「プロセスをデータベース・ターゲットにプッシュ」オプションと「データ整理プロセスをデ
ータベース・ターゲットにプッシュ」オプション (利用可能な場合) が選択され、最適化に適用されている
場合
このシナリオでは、ターゲット・コネクターの「TWT に別の接続を使用」プロパティーが「はい」に設定
されている場合、ダミーの表名 BALOP_DUMMY_TARGET_TABLE が、最適化されたジョブのターゲッ
ト・コネクターのターゲット表名として使用されます。このダミー表は、最適化されたジョブの実行前に存
在している必要があります。行がない整数タイプの単一列など、どのようなスキーマの表でも構いません。
Balanced Optimization によって生成されるすべての最適化されたジョブは、「TWT に別の接続を使用」オ
プションがターゲット・コネクターで「はい」に設定される場合に、このダミー表の名前を使用します。最
適化されたジョブの実行時に、この表にデータは挿入されません。
「プロセスをデータベース・ターゲットにプッシュ」オプションと「データ整理プロセスをデータベース・
ターゲットにプッシュ」オプション (利用できる場合) が選択され、最適化に適用されている場合は、選択
されているモードに応じて、一時作業表が次の方式のいずれかで管理されます。
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表 155. シナリオ 2 に対する自動モードと既存モードでの TWT のサポート
元のジョブでの TWT のモード

一時作業表の管理方法

既存

v ステージング表名のプロパティーが別の表名に設定さ
れている場合を除き、TWT 名が元のジョブから最適化
されたジョブにコピーされます。
v TWT 表スキーマが、最適化されたジョブのターゲッ
ト・コネクターの入力リンク・スキーマと一致してい
る必要があります。名前が一致しないと、実行時にエ
ラーが発生する場合があります。InfoSphere DataStage
Balanced Optimization は、元のジョブと最適化された
ジョブの間のターゲット・コネクターの入力リンク・
スキーマを比較します。これらが異なっている場合、
元のジョブで指定された TWT 表は無効になります。
ステージング表名がステージング表名のプロパティー
で指定されていない場合、エラーが発生し、特定の最
適化ステップが中止されます。
v ターゲット・コネクター内の TWT プロパティー領域
の他のすべてのプロパティーは、Balanced Optimization
ステージング表名が設定されているかどうかにかかわ
らず、元のジョブから最適化されたジョブに直接コピ
ーされます。
v 結果として生成される TWT 表は、最適化されたジョ
ブの実行前に存在している必要があります。 InfoSphere
DataStage Balanced Optimization がこの TWT 表を自動
的に作成またはドロップすることはありません。

728

パラレル・ジョブ開発者ガイド

表 155. シナリオ 2 に対する自動モードと既存モードでの TWT のサポート (続き)
元のジョブでの TWT のモード

一時作業表の管理方法

自動

次の状況のいずれかが発生する可能性があります。
v 「TWT に別の接続を使用」オプションが元のジョブの
ターゲット・コネクターで指定されていない場合:
– ステージング表名が指定されていない場合は自動的
に生成され、最適化されたジョブの TWT 表として
使用されます。TWT 表は、結合された SQL 照会が
実行される前に自動的に作成され、SQL 照会の実行
後に自動的にドロップされます。
– ステージング表名が指定されている場合は、そのス
テージング表が TWT 表として使用されます。TWT
表は、常に、結合された SQL 照会が実行される前
に自動的に作成され、SQL 照会の実行後に自動的に
ドロップされます。
v 「TWT に別の接続を使用」オプションが元のジョブの
ターゲット・コネクターで指定されている場合、ステ
ージング表名を「ステージング表名」プロパティーで
指定する必要があります。
– ステージング表名が指定されていない場合、エラー
が発生し、最適化ステップが中止されます。
– ステージング表名が指定されている場合、そのステ
ージング表が TWT 表として使用され、最適化され
たジョブのターゲット・コネクターの TWT モード
が「既存」に設定されます。指定されたステージン
グ表は、最適化されたジョブの実行前に別の TWT
データベース上に存在している必要があります。こ
のシナリオでは、Balanced Optimization がステージ
ング表を自動的に作成またはドロップすることはあ
りません。
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第 12 章 データ・セットの管理
パラレル・ジョブは、データ・セットを使用して、処理対象のデータを永続形式で保管します。データ・セ
ットの作成と読み取りには、Data Set ステージを使用できます。
InfoSphere DataStage パラレル・ジョブは、データ・セットを使用して、処理対象のデータを永続形式で保
管します。データ・セットは記述子ファイルによって参照されるオペレーティング・システム・ファイル
で、通常は拡張子を .ds にします。
データ・セットの作成と読み取りには、Data Set ステージを使用できます。これについては、 128 ページ
の『File Set ステージ』に説明があります。InfoSphere DataStage には、ジョブの外部からデータ・セット
を管理するユーティリティーもあります。このユーティリティーは、InfoSphere DataStage デザイナー・ク
ライアントとディレクター・クライアントから使用できます。

データ・セットの構造
データ・セットは、記述子ファイルとその他のファイル (データ・セットが大きくなるにつれて追加され、
パーティションやセグメントに編成されるファイル) によって構成されています。
記述子ファイルおよびその他のファイルは、システムの複数のディスクに格納されます。データ・セットの
各パーティションは、1 つの処理ノードに格納されます。各データ・セグメントには、1 つの InfoSphere
DataStage ジョブによって書き込まれたすべてのレコードが含まれます。したがって、1 つのセグメントに
多数のパーティションのファイルを格納でき、1 つのパーティションに多数のセグメントのファイルを格納
できます。
Partition 1 Partition 2 Partition 3 Partition 4

Segment 1

Segment 1

Segment 1
One or more
data files

データ・セットの記述子ファイルには、次の情報が格納されます。
v データ・セット・ヘッダー情報。
v データ・セットの作成日時。
v データ・セットのスキーマ。
v データ・セット作成時に使用された構成ファイルのコピー。
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各セグメントに関して、記述子ファイルに次の情報が格納されています。
v セグメントがデータ・セットに追加された日時。
v セグメントに有効または無効のマークを付けるフラグ。
v セグメント内のレコード数およびバイト数などの統計情報。
v 全処理ノードのすべてのデータ・ファイルのパス名。
この情報は、データ・セット・マネージャーからアクセスできます。

データ・セット・マネージャーの開始
データ・セット・マネージャーはデザイナーまたはディレクターから開始できます。この手順は、データ・
セット・マネージャーを開始する方法を示しています。

このタスクについて
InfoSphere DataStage デザイナーまたはディレクターからデータ・セット・マネージャーを開始するには次
のようにします。

手順
1. 「ツール」 > 「データ・セット管理」を選択します。「ファイルの参照」ダイアログ・ボックスが表
示されます。
2. 管理するデータ・セットが含まれているディレクトリーに移動します。慣例により、このデータ・セッ
ト・ファイルの拡張子は .ds です。
3. 管理するデータ・セットを選択し、「OK」をクリックします。「データ・セット・ビューアー」が表
示されます。ここでは、選択したデータ・セットをコピーまたは削除できます。また、データ・セット
のスキーマ (列定義) や、データ・セットに含まれているデータを表示することもできます。

データ・セット・ビューアー
「データ・セット・ビューアー」は、データ・セットに関する情報を表示します。
「データ・セット・ビューアー」は、表示されているデータ・セットに関する情報を示します。

パーティション
パーティション・グリッドには、データ・セットに含まれるパーティションと、それらのプロパティーの説
明が示されます。
v #. パーティション番号。
v 「ノード」。パーティションが現在割り当てられている処理ノード。
v 「レコード」。パーティションに含まれているレコードの数。
v 「ブロック」。パーティションに含まれているブロックの数。
v 「バイト」。パーティションに含まれているバイト数。

セグメント
個々のパーティションをクリックすると、関連するセグメントの詳細が表示されます。次の情報が含まれて
います。
v #. セグメント番号。
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v 「作成」。作成日時。
v 「バイト」。セグメントに含まれているバイト数。
v 「パス名」。選択されたパーティションのセグメントが入っているファイルの名前とパス。
「更新」ボタンをクリックすると、表示されているすべての情報を再読み取りして更新します。
「出力」ボタンをクリックすると、データ・セット・ビューアーで表示される情報のテキスト版を表示しま
す。
ビューアーから別のデータ・セットを開くには、ツールバーで「開く」アイコンをクリックします。参照ダ
イアログ・ボックスが再度開き、データ・セットを参照して指定できます。

スキーマの表示
ツールバーの「スキーマ」アイコンを使用すると、現在のデータ・セットのスキーマを表示することができ
ます。

このタスクについて
現在のデータ・セットのレコード・スキーマを表示するには、ツールバーの「スキーマ」アイコンをクリッ
クします。テキスト形式で「レコード・スキーマ」ウィンドウに表示されます。

データの表示
「データ」アイコンを使用すると、現在のデータ・セットに保持されているデータを表示することができま
す。

このタスクについて
現在のデータ・セットに保持されているデータを表示するには、ツールバーで「データ」アイコンをクリッ
クします。これにより、「データ・ビューアー・オプション」ダイアログ・ボックスが開き、表示するデー
タのサブセットを選択できます。
v 「表示行数」。データ・ブラウザーで表示するデータの行数を指定します。
v 「スキップ数」。指定された数の行をスキップしてデータを表示します。
v 「周期」。P 番目ごとのレコードを表示します。ここで、P は周期です。スキップ・プロパティーを使
用してレコードをスキップした後に開始することができます。 P は 1 以上でなければなりません。
v 「パーティション」。「すべて」のパーティションのデータを表示するか、ドロップダウン・リストか
ら選択したパーティションのデータを表示するかを選択します。
「OK」をクリックして選択したデータを表示します。「データ・ビューアー」ウィンドウが表示されま
す。

データ・セットのコピー
選択したデータ・セットをコピーするには、ツールバーの「コピー」アイコンをクリックします。

このタスクについて
ツールバーの「コピー」アイコンをクリックすると、「データ・セットのコピー」ダイアログ・ボックスが
表示されます。ここで、新規データ・セットの保管先のパスを指定できます。
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新規データ・セットのレコード・スキーマ、パーティション数、および内容は、オリジナルのデータ・セッ
トと同じになります。
注: UNIX の cp コマンドでデータ・セットをコピーすることはできません。これは、InfoSphere DataStage
が、複数ファイルで 1 つのデータ・セットを表すためです。

データ・セットの削除
現行データ・セットを削除するには、ツールバーの削除アイコンを使用します。

このタスクについて
現行データ・セットを削除するには、ツールバーの削除アイコンをクリックします。削除を確認するメッセ
ージが表示されます。
注: UNIX rm コマンドでデータ・セットを削除することはできません。これは、InfoSphere DataStage が、
複数ファイルで 1 つのデータ・セットを表すためです。rm では、記述子ファイルが削除されるのみで、
大容量のデータ・ファイルが残ります。
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第 13 章 パラレル・エンジン構成ファイル
InfoSphere DataStage の大きな利点の 1 つとして、パラレル・ジョブのデザイン時に、システムの基礎構
造についてほとんど考慮することなくパラレル処理機能を有効に活用できるということが挙げられます。
システムを変更、アップグレード、または改良する場合、あるいは、ジョブをあるプラットフォーム上で開
発し、それを別のプラットフォーム上で実装する場合でも、ジョブ・デザインを必ずしも変更する必要はあ
りません。
InfoSphere DataStage は、構成ファイル からシステムの形やサイズを判定できます。構成ファイルの定義
内容に従って、ジョブに必要なリソースが準備されます。システムの変更時には、ジョブではなく、このフ
ァイルを変更します。
この章では、システムでパラレル・ジョブの実行に使用する処理機能、ストレージ、ソート機能を指定する
構成ファイルの定義方法を説明します。複数の構成ファイルを維持し、さまざまな処理ニーズに応じてシス
テムに読み取ることができます。
InfoSphere DataStage のインストール時、システムは、提供されたデフォルトの構成ファイルを使用するよ
うに自動的に構成されます。これにより、直ちにパラレル・ジョブを実行することができますが、実際のシ
ステムに合わせての最適化は済んでいません。この章の説明に従って、ご使用のシステム専用の構成ファイ
ルを作成してください。

構成エディター
InfoSphere DataStage デザイナーには、パラレル・エンジンの構成ファイルを定義する際に便利な構成ファ
イル・エディターが提供されています。

このタスクについて
このエディターを使用するには、「ツール」 > 「構成」を選択します。「構成」ダイアログ・ボックスが
表示されます。
新規ファイルを定義するには、「構成」ドロップダウン・リストから「(新規)」を選択し、上のテキスト・
ボックスに入力します。処理の手引きと構成ファイルのフォーマットは次のセクションで説明します。どの
時点でも、「保存」をクリックするとファイルが保存されます。構成名の指定を求められます。構成ファイ
ルは、拡張子 .apt が付いた名前で保存されます。
「確認」をクリックすれば、いつでもファイルを検証できます。検証情報は、ダイアログ・ボックス下部の
「構成確認の出力」ペインに出力されます。
既存の構成ファイルを編集するには、「構成」ドロップダウン・リストからそれを選択します。既存の構成
を削除するには、選択して「削除」をクリックします。残っている最後の構成ファイルを削除しようとする
と、警告が表示されます。
どの構成を使用するかは、APT_CONFIG_FILE 環境変数で設定します。これは、インストール時にデフォ
ルトの構成ファイルを指すように設定されますが、InfoSphere DataStage アドミニストレーターからプロジ
ェクト全体レベルで設定するか (「InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアント・ガイド」
参照)、または個々のジョブに対して「ジョブ・プロパティー」ダイアログから設定できます。
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構成の考慮事項
ノードやディスクの追加または削除によってシステムを変更する場合、それに合わせて構成ファイルを変更
する必要があります。 パラレル・エンジンのシステム表示は、現行構成ファイルの内容によって決定され
ます。
パラレル・エンジンのシステム表示は、現行構成ファイルの内容によって決定されます。このファイルに
は、パラレル・ジョブで使用するために割り振る処理ノードと各ノードに接続されるディスク・スペースを
定義します。パラレル・ジョブの起動時、パラレル・エンジンはまず構成ファイルを読み取って、どのシス
テム・リソースを割り振るかを決定し、ジョブをそれらのリソースに分配します。
ノードやディスクの追加または削除によってシステムを変更する場合、それに合わせて構成ファイルを変更
する必要があります。パラレル・エンジンはパラレル・ジョブを実行するたびに構成ファイルを読み取るの
で、システムに合うよう自動的にアプリケーションを拡大縮小します。ジョブ・コードの変更は不要です。
パラレル・エンジン構成を変更できるというのは、パラレル・ジョブの開発サイクル中にその並列化を制御
できるという意味です。例えば、まず 1 つのノードでジョブを実行し、次には 2 つ、次に 4 つのノード
で、というようにジョブを実行できます。アプリケーション・コードを変更しないでシステム・パフォーマ
ンスとスケーラビリティーを計測できます。

論理処理ノード
パラレル・エンジン構成ファイルは、パラレル・ジョブを実行する 1 つ以上の処理ノードを定義します。
パラレル・エンジン構成ファイルは、パラレル・ジョブを実行する 1 つ以上の処理ノードを定義します。
処理ノードは物理ノードではなく論理ノードです。処理ノード数はシステムの CPU 数とは必ずしも対応し
ません。構成ファイルは、システムの各物理ノードに 1 つの処理ノード、または各物理ノードに複数の処
理ノードを定義できます。

並列処理の最適化
パラレル・ジョブの並列処理の度合いは、パラレル・エンジンの構成時に定義したノード数によって決定さ
れます。並列性は、さまざまな方法で最適化できます。
パラレル・ジョブの並列処理の度合いは、パラレル・エンジンの構成時に定義したノード数によって決定さ
れます。並列度は単に最大化するのではなく、ハードウェアに合わせて最適化する必要があります。並列度
を高めると作業負荷が分散されますが、プロセス数が増加するので同時にオーバーヘッドが増えます。並列
度を高めることで、ハードウェアの容量を超えてしまうと、今度はパフォーマンスが低下する恐れがありま
す。したがって、並列性を追加した場合に得られる利点と、それによって発生する可能性がある処理効率の
低下とを比較検討する必要があります。
システムを構成するハードウェアは、設定可能な並列度に明らかに影響を与えます。
SMP システムでは CPU 数を拡大でき、より大きなメモリーでパラレル・アプリケーションを実行できま
す。一般に、SMP システムは複数の論理ノードをサポートできます。 一部の SMP システムにはディスク
入出力のスケーラビリティーが備わっています。SMP の構成オプションでこれらの考慮事項について説明
します。
クラスターまたは MPP 環境では、複数の CPU とそれらに関連付けられたメモリーやディスク・リソース
を総動員して単一の処理課題に対応できます。通常、MPP システムでは、CPU ごとに 1 つの論理ノード
があります。MPP システムの構成オプションでこれらの考慮事項について説明します。
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システムのハードウェアのプロパティーも構成を決定します。例えば、ソート処理のようなメモリー所要量
の大きいアプリケーションは、メモリー量の大きいマシンに割り当てるのがベストです。RDBMS にアクセ
スするアプリケーションは、サーバー・ノード上で実行する必要があります。SAS のようなほかの専用ソ
フトウェアを使用するステージは、そのソフトウェアのライセンスを持つノード上で実行する必要がありま
す。
最適な並列度に影響を与える付加要因には次のものがあります。
v 通常、各レコードで CPU 要求の多い複数の処理を実行する CPU 集中型のアプリケーションでは、シス
テムが対応できるキャパシティーの範囲内で最大限の並列性が有効になります。
v メモリー所要量の大きなパラレル・ジョブでは、処理対象のデータがパーティション化されていて、か
つ必要なメモリーも各パーティション間で分割される場合に並列処理のメリットが得られます。
v RDBMS からデータを抽出したり、RDBMS にデータをロードするようなディスク集中型または入出力
集中方のアプリケーションでは、論理ノード数とアクセスされるディスク・スピンドル数が等しい構成
が有益です。例えば、表がデータベース内で 16 とおりにフラグメント化されているか、1 つのデー
タ・セットが 16 のディスク・ドライブ上に分散している場合、16 個の処理ノードで構成されたノー
ド・プールをセットアップします。
v 一部のジョブ、特にディスク集中型のジョブの場合、RDBMS がロード・データを再配分したり、抽出
処理からのデータを再分割したりすることがないようシステムを構成することが必要な場合もありま
す。
v ステージ間の通信速度は構成に合わせて最適化する必要があります。例えば、大量のデータを交換する
ステージを持つジョブは、ステージの通信に共有メモリー (SMP 環境の場合) または高速リンク (MPP
環境の場合) を使用するノードに割り当てる必要があります。少量のデータを共有するステージを持つジ
ョブの相対的配置はこれよりも重要ではありません。
v SMP の場合、特にアプリケーションのジョブに多数のステージがある場合は、オペレーティング・シス
テム用にプロセッサーをいくつか残しておくことをお勧めします。SMP の構成オプションを参照してく
ださい。
v MPP 環境では、並列化によって CPU 制約、メモリー制約、またはディスク入出力制約のあるアプリケ
ーションのパフォーマンスの改善が期待できます。MPP システムの構成オプションを参照してくださ
い。
データをできる限り均等にパーティション化すると、パラレルで実行されるジョブの全体的なパフォーマン
スの最適化につながります。例えば、ハッシュ・パーティションの場合、結果として各パーティションに均
等にデータが設定されるようにしてください。これは、スキュー の最小化 と呼ばれます。経験は最高の師
匠です。小さいデータ・セットから始めて、パフォーマンス統計を集計するデータ・セットのサイズを拡大
しながら異なる並列化を試してみてください。

SMP の構成オプション
SMP にはオペレーティング・システム、ディスク、入出力リソースなどを共有する複数の CPU がありま
す。SMP システムでは CPU 数を拡大し、パラレル・ジョブのメモリー・アクセス処理能力を向上させる
ことができます。一部の SMP システムにはディスク入出力のスケーラビリティーが備わっています。
SMP にはオペレーティング・システム、ディスク、入出力リソースなどを共有する複数の CPU がありま
す。データは共有メモリーを使用して転送されます。SMP の入出力スケーラビリティーに寄与する要因は
多数あります。これらの要因には、ディスク・スピンドル数、RAID の有無、入出力コントローラー数、入
出力システムをメモリーに接続するバスの速度があります。
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SMP システムでは、CPU 数を拡大できます。ただし、使用するプロセッサー数を増やすことで、ジョブ・
パフォーマンスが向上するか否かは、アプリケーションの CPU 制約、メモリー制約、または入出力制約の
有無に左右されます。例えば、CPU 制約のあるジョブの場合、すなわちハードウェアのメモリー、メモリ
ー・バス、ディスク入出力が処理を完了するために過度な CPU 待機時間を強いられる場合は、ジョブをパ
ラレルで実行することにより効果が得られます。より多くの処理装置でジョブを実行すると、ほかのリソー
スの待ち時間も縮小され、結果としてアプリケーション全体がスピードアップされます。
すべての SMP システムで、パラレル・ジョブのメモリー・アクセス処理能力を拡大できます。ただし、ど
のようなシステムであろうと、ハードウェア構成の容量を超えてメモリー・バス容量を拡大することはでき
ません。したがって、メモリー集中型のジョブでも、システムのメモリー・バス容量いっぱいまで使い果た
さなければ、並列度を高めることは有益です。アプリケーションが既にメモリー・バスの限界に近づいてい
るか達している場合は、並列度を高めてもパフォーマンスは向上しません。
SMP システムによっては、ディスク入出力を拡張できるものがあります。そのようなシステムでは、並列
度を高めることで、ディスク入出力制約のあるジョブの全体的なスループットの速度を向上させることがで
きます。
例えば、次の図は 3 つのパラレル・ステージがあるデータ・フローを示しています。

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Data flow

このデータ・フロー内の各ステージに対して、パラレル・エンジンは各論理処理ノードに 1 つの UNIX プ
ロセスを作成します (ステージ結合が有効でない場合)。単一論理ノードとして定義された SMP 上で、各
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ステージは単一プロセスとして順次実行され、パラレル・エンジンはこのジョブのために合計 3 つのプロ
セスを実行します。SMP に 3 つ以上の CPU がある場合、ジョブ内の 3 つのプロセスは別々の CPU で
同時に実行できます。SMP にある CPU が 2 つ以下の場合、プロセスの実行はオペレーティング・システ
ムがスケジューリングしなければならず、一部または全部のプロセッサーが複数のプロセスを実行しなけれ
ばならないため、真の同時実行はできません。
SMP がパラレル・ジョブを実行するには、パラレル・エンジンが SMP を単一または複数の論理処理ノー
ドとして認識するように、すなわち次のように構成します。
1 <= M <= N 論理処理ノード数
ここで、N は SMP 上の CPU の数、M は構成上の処理ノード数です。(ただし、CPU よりディスク・ス
ピンドルの数の方が多い場合は、M を N より大きくできます。)
一般的な経験則として、SMP の 2 つの CPU ごとに 1 つの処理ノードを作成することを推奨します。ア
プリケーションのテストおよび評価期間中に、この構成を修正して、システムとアプリケーションに合った
最適の構成を決定できます。実際、ほとんどの場合、オペレーティング・システムが実行するスケジューリ
ングを使用すれば、パフォーマンス低下が生じる前に、プロセッサーごとに確実に複数のプロセスを管理で
きます。正確な数はプロセスの性質、バス帯域幅、キャッシュ効果、などの要因に左右されます。
望ましい構成は、ジョブで実行される処理のタイプ (ソート、統計分析、データベース入出力) によって異
なります。
例えば、単一論理処理ノードとして認識される SMP の場合、パラレル・エンジンは、単一 UNIX プロセ
スをデータ・フロー内の各ステージの処理ノードに作成します。SMP のオペレーティング・システムは、
プロセスをスケジューリングして、各プロセスを個々の CPU に割り当てます。
プロセス数が CPU 数より少ない場合、一部の CPU はアイドル状態になることがあります。多くのステー
ジがあるジョブの場合は、プロセス数が CPU 数を超えることがあります。その場合、プロセスはオペレー
ティング・システムがスケジューリングします。
CPU が 8 つある SMP を、例えば 2 つ以上の処理ノードとして認識させるよう、パラレル・エンジンを
構成するとします。SMP を 2 つの別個の処理ノードとして構成すると、パラレル・エンジンはステージご
とに 2 つのプロセスを SMP で作成します。上で示した 3 つのステージからなるジョブの場合、SMP を
3 つ以上のパラレル・エンジン処理ノードとして構成すると、最低でも 9 つの UNIX プロセスが作成され
ます。ただし、使用可能な CPU の数は 8 つのみです。プロセス実行はオペレーティング・システムがス
ケジューリングしなければなりません。
このため、SMP を 3 つ以上のパラレル・エンジン処理ノードとして構成すると、1 つまたは 2 つの処理
ノード構成と比べてパフォーマンスはおそらく低下します。そうなる理由は、SMP の各 CPU がメモリ
ー、入出力、ネットワーク・リソースを他と共有するためです。ただし、このことは、一部のステージがデ
ィスクまたはネットワークに対して読み書きをする場合は、必ずしも当てはまるとは限りません。この場合
は、処理の終了を待っている入出力制約のプロセスがブロックされている間に、ほかのプロセスが CPU を
使用できるからです。

SMP の構成ファイル例
このセクションでは、4 つの CPU の SMP の構成ファイル例を示します。
このセクションでは、4 つの CPU の SMP の構成ファイル例を次に示します。
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CPU
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CPU

CPU

図 43. SMP システム例

下の表は、このサンプル・システム内の各処理ノード名と、各処理ノードが永続ストレージと一時ストレー
ジ用に使用するファイル・システムのリストです。
表 156. ノードおよびファイル・システム
ノード名

高速ネットワークのノ
ード名
ノード・プール

永続ストレージのディ 一時ストレージのディ
レクトリー
レクトリー

node0

node0_byn

"", node0,
node0_fddi

/orch/s0
/orch/s1

/scratch

node1

node0_byn

"", node1,
node1_fddi

/orch/s0
/orch/s1

/scratch

上の表には、ノード・プール定義の列もあります。ノード・プールは、パラレル・ジョブまたは選択ステー
ジをプール内のノードでだけ実行できるようにします。 詳細については、ノード・プールとデフォルト・
ノード・プールを参照してください。
この例では、パラレル・エンジンの各処理ノードは永続ストレージ用に 2 つのファイル・システムを共有
します。ノードは一時ストレージ用にローカル・ファイル・システム (/scratch) も共有します。
次に示すのは、このシステムに対応する構成ファイルです。構成ファイルの構文とキーワードは、構成ファ
イルで説明します。
{
node "node0" {
fastname "node0_byn"
pools "" "node0" "node0_fddi"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node1" {
fastname "node0_byn"
pools "" "node1" "node1_fddi"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
}
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/* node name on a fast network */
/* node pools */

MPP システムの構成オプション
MPP の構成時に、パラレル・エンジンがパラレル・ジョブを実行する、システム内の物理ノードを指定で
きます。
MPP は複数のホストで構成され、各ホストはオペレーティング・システムの独自のイメージを実行し、独
自のプロセッサー、ディスク、入出力リソース、メモリーを持ちます。このシステムは、シェアード・ナッ
シング 環境とも呼ばれます。システムの各ホストはほかのすべてのホストと高速ネットワークで接続され
ています。ホストは物理ノードとも呼ばれます。
MPP 環境では、複数の CPU とそれに関連付けられたメモリーとディスク・リソースを組み合わせて使用
できます。この環境では、各 CPU は独自の専用メモリー、メモリー・バス、ディスク、ディスク・アクセ
スを持ちます。
MPP の構成時、パラレル・エンジンがパラレル・ジョブを実行するシステムの物理ノードを指定してくだ
さい。すべてのノードを指定する必要はありません。

4 つのノードの MPP システム構成の例
4 つの物理ノードを持つ MPP システム例を次の図に示します。
4 つの物理ノードを持つ MPP システム例を次の図に示します。
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CPU
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node3_css

CPU

node3

イーサネット
図 44. MPP システム

この図は、ディスクがあちらこちらにある 構成を示しています。各ノードは高速スイッチとイーサネット
の両方に接続されます。この MPP についての次の構成情報はネットワークで接続される 4 つの SMP の
クラスターと類似していることに注意してください。
各ノード固有のストレージを次の表に示します。
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表 157. ノード固有のストレージ

ノード名

高速ネットワークのノ
ード名
ノード・プール

永続ストレージのディ 一時ストレージのディ
レクトリー
レクトリー

node0

node0_css

"", node0, node0_css /orch/s0 /orch/s1

/scratch

node1

node1_css

"", node1,
node1_css

/orch/s0
/orch/s1

/scratch

node2

node2_css

"", node2,
node2_css

/orch/s0
/orch/s1

/scratch

node3

node3_css

"", node3,
node3_css

/orch/s0
/orch/s1

/scratch

これは MPP システムのため、この構成の各ノードにはノード自体のディスク、すなわち
/orch/s0、/orch/s1、および /scratch があることに注意してください。これが SMP であれば、論理ノードは
同じディレクトリーを共有します。
このサンプル・システムの構成ファイルを次に示します。構成ファイルの構文とキーワードは、構成ファイ
ルで説明します。
{
node "node0" {
fastname "node0_css"
/* node name on a fast network*/
pools "" "node0" "node0_css"
/* node pools */
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node1" {
fastname "node1_css"
pools "" "node1" "node1_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node2" {
fastname "node2_css"
pools "" "node2" "node2_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node3" {
fastname "node3_css"
pools "" "node3" "node3_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
}

SMP クラスターの構成オプション
SMP クラスター用にシステムを構成する際、1 つの物理ノードを複数の論理ノードに分割できます。クラ
スターの各 SMP は物理ノードと呼ばれます。
SMP クラスターは 1 つ以上の SMP と、オプションとして高速ネットワークで接続された単一 CPU ノー
ドとで構成されます。この場合、クラスターの各 SMP は物理ノードと呼ばれます。システム構成時、物理
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ノードを複数の論理ノードに分割できます。 次の図に 4 個の物理ノードを含むクラスターを示します。こ
のうちの 1 つ (node1) は CPU を 2 個搭載する SMP です。

SMP クラスター構成の例
次の構成ファイルは、物理ノード node1 を論理ノード node1 および node1a に分割します。
次の構成ファイルは、物理ノード node1 を論理ノード node1 および node1a に分割します。この 2 つは
同じ fastname で高速スイッチに接続されています。構成ファイルでは同じ fastname が両方のノードに対
して指定されています。構成ファイルの構文とキーワードは、構成ファイルで説明します。
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{
node "node0"
fastname
pools ""
resource
resource
resource
}

{
"node0_css"
"node0" "node0_css"
disk "/orch/s0" {}
disk "/orch/s1" {}
scratchdisk "/scratch" {}

node "node1" {
fastname "node1_css"
pools "" "node1" "node1_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch"
}
node "node1a"
{
fastname "node1_css"
pools "" "node1" "node1_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch"
}
node "node2"
{
fastname "node2_css"
pools "" "node2" "node2_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch"
}
node "node3" {
fastname "node3_css"
pools "" "node3" "node3_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch"
}

/* node name on a fast network */
/* node pools */

{}

{}

{}

{}

}

この例で、/orch/s0 に対するディスク定義を見てみましょう。node1 および node1a は同じ物理ノードの論
理ノードであるため、ディスクへのアクセスを共有しています。残りの各ノード、node0、node2、および
node3 は、共有されていない /orch/s0 を独自に持ちます。すなわち、/orch/s0 と呼ばれる別個の 4 個のデ
ィスクがあります。同様に、/orch/s1 および /scratch は、node1 および node1a で共有されますが、ほかの
ノードでは共有されません。

高速スイッチに接続されていないコンダクターを持つクラスターのオプショ
ン
パラレル・エンジンはコンダクター・ノードからパラレル・ジョブを開始します。コンダクター・ノードが
他のノードと通信できるようにするためには、構成ファイル内の高速スイッチ上の各ノードを識別する必要
があります。
パラレル・エンジンはコンダクター・ノードからパラレル・ジョブを開始します。
次の図のように、クラスターには高速スイッチによってほかのノードに接続されていないノードが含まれて
いる場合があります。
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この例では、node4 がコンダクターです。アプリケーションはこのノードから開始する必要があります。デ
フォルトでは、パラレル・エンジンは、fastname を使用してノード間で通信します。この例では高速スイ
ッチがそれにあたります。しかし、コンダクターはそのスイッチに接続されていないため、fastname を使
用してほかのノードに到達することができません。
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したがって、コンダクター・ノードがほかのノードと通信できるようにするためには、次の構成ファイルで
示すように、高速スイッチ上の各ノードをノードの canonicalhostname によって識別し、ノードのイーサネ
ット名を引用符付きの属性として指定する必要があります。構成ファイルの構文とキーワードは、構成ファ
イルで説明します。
{ node "node0" {
fastname "node0_css"
resource canonicalhostname "node1-eth-1"
pools "" "node0" "node0_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node1"
{
fastname "node1_css"
resource canonicalhostname "node1-eth-1"
pools "" "node1" "node1_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node2" {
fastname "node2_css"
resource canonicalhostname "node1-eth-1"
pools "" "node2" "node2_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node3" {
fastname "node3_css"
resource canonicalhostname "node1-eth-1"
pools "" "node3" "node3_css"
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
node "node4" {
pools "" "conductor" "node4" "node4_css"
/* not in the default pool */
resource disk "/orch/s0" {}
resource disk "/orch/s1" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}
}

注: node4 は高速スイッチに接続されていないため、このノードはコンダクター・ノードとしてのみ使用
し、デフォルト・ノード・プール ("") からは外しておきます。これにより、パラレル・エンジンがステー
ジを node4 に配置することはありません。ノード・プールとデフォルト・ノード・プールを参照してくだ
さい。

クラスター環境のダイアグラム
次の図に、6 つの物理ノードを持つ、MPP と SMP の混在クラスター環境を示します。
6 つの物理ノードを持つ MPP と SMP の混在クラスター環境を次の図に示します。左側の 4 つのノード
だけがパラレル・エンジンで使用するために割り振られる予定です。
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構成ファイル
パラレル・エンジン構成ファイル、およびその使用法と構文については、このセクションを参照してくださ
い。
このセクションでは、パラレル・エンジン構成ファイル、およびその使用法と構文について説明します。パ
ラレル・エンジンは構成ファイルを読み取って、どのような処理リソースとストレージ・リソースがシステ
ムに属するかを確認します。処理リソースにはノードが含まれ、ストレージ・リソースにはデータの永続ス
トレージのディスクとデータの一時ストレージのディスク (スクラッチ・ディスク) の両方が含まれます。
パラレル・エンジンはこの情報をさまざまな事柄に使用しますが、この情報は特に、パラレル実行のために
リソースをどのように調整するか決定するために必要です。
パラレル・エンジンがジョブを実行する処理ノードはすべて定義し、各ノードの特性を指定する必要があり
ます。データを格納する各ディスクに対しても同じように定義する必要があります。ソートや SAS 処理な
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どの機能を実行するノードおよびディスクに関する追加情報、また次のリレーショナル・データベース管理
システム、DB2、INFORMIX、および Oracle にアクセスするステージを実行するノードに関する追加情報
も指定できます。
複数の構成ファイルを維持し、それを自分のニーズに応じてシステムに読み取ることができます。
インストール済み環境の Server ディレクトリーの下にある Configurations ディレクトリーに default.apt と
いうサンプルの構成ファイルが用意してあります。
このセクションには次のサブセクションがあります。
v デフォルト・パス名と APT_CONFIG_FILE
v 構文
v ノード名
v オプション
v ノード・プールとデフォルト・ノード・プール
v ディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プール、およびそのデフォルト
v バッファー・スクラッチ・ディスク・プール

デフォルト・パス名と APT_CONFIG_FILE
構成ファイルのデフォルトの名前は default.apt です。このファイルはインストール済み環境の Server ディ
レクトリーにある Configurations ディレクトリーに配置されます。
構成ファイルには、デフォルトとは異なる名前または場所、またはその両方を指定することができます。そ
の場合、新規パスとファイル名を環境変数 APT_CONFIG_FILE に割り当てます。APT_CONFIG_FILE が定
義されると、パラレル・エンジンはデフォルトの場所を検索する代わりにその構成ファイルを使用します。
実稼働環境では、複数の構成を定義して、どの構成を使用するかに応じて別々のパス名を
APT_CONFIG_FILE に設定できます。
APT_CONFIG_FILE の設定は、InfoSphere DataStage アドミニストレーターからプロジェクト・レベルで適
用するか (「InfoSphere DataStage> アドミニストレーター・クライアント・ガイド」を参照)、または「ジ
ョブ・プロパティー」ダイアログから個々のジョブ・レベルで適用することができます。
注: パラレル・エンジンがすべての処理ノードにコピーされている場合でも、構成ファイルをコピーする必
要があるノードは、パラレル・エンジン・アプリケーションを開始するノード (コンダクター・ノード) の
みです。

構文
構成ファイルはストリング・データが入っているテキスト・ファイルです。これらのファイルは、特定の構
文に準拠している必要があります。
構成ファイルの一般的な形は次のとおりです。
/* commentary */
{
node "node name" {
<node information>
.
.
.
}
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.
.
.
}

構成ファイルの構文上の特徴を次に示します。
v

ファイルの先頭と終わりには中括弧 { } を付けます。

v

ノード定義はすべて node というワードで開始します。

v

node というワードのあとには引用符で囲まれたノードの名前が続きます。ノード名の詳細について
は、ノード名を参照してください。

v

ノード名のあとに中括弧 { } を付けます。ノードに関する情報をまとめたもので (オプションです)、
各ディスクおよびスクラッチ・ディスクのリソースの列挙も含まれます。有効なオプションは、
fastname、pools、および resource です。

v 項目間はスペースで区切ります。
v

オプションに割り当てる属性、すなわちノード、ディスク、スクラッチ・ディスク、プールの名前は引
用符 (") で囲みます。

v コメントは C 言語のスタイルにならって /* . . . */ で区別します。コメントは任意指定ですが、例
に示すようなものを推奨します。

ノード名
ノード名を定義する場合、そのノード名は次の仕様に準拠している必要があります。
定義する各ノードのあとには引用符で囲んだノード名を付けます。例を次に示します。
node "orch0"

単一 CPU ノードまたはワークステーションの場合、通常、ノードの名前は高速スイッチまたはイーサネッ
トのような接続上の処理ノードのネットワーク名です。次の UNIX コマンドを発行して、ノードのネット
ワーク名を確認します。
$ uname -n

同じ物理ノードに対応する複数の論理ノードを SMP で定義する場合は、ネットワーク名を論理ノード名に
置き換えます。この場合、各論理ノードのファースト名が必要です。
対応する構成ファイルで未定義のノードからアプリケーションを実行する場合、各ユーザーは、パラレル・
ジョブを起動するノードのファースト名を環境変数 APT_PM_CONDUCTOR_NODENAME に設定する必要
があります。

オプション
それぞれのノードに対して、そのノードが属するグループとそのノードが使用するストレージ・リソースを
定義するオプションを指定できます。
各ノードに、そのノードが属するグループとそのノードが採用するストレージ・リソースを定義するオプシ
ョンを指定できます。オプションは次のとおりです。
fastname
構文:
fastname "name"
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このオプションは引用符で囲まれた属性をノードの名前として指定します。そのノードはシステムの最速ネ
ットワークであると見なされます。例えば、IBM スイッチ、FDDI、または BYNET などが該当します。
fastname は物理ノード名であり、ステージは大容量データ転送の接続を開くときにこのノードを使用しま
す。このオプションの属性はネットワーク名であることが多いです。SMP の場合、すべての CPU はネッ
トワークへの単一接続を共有し、この設定は SMP 用に定義したすべてのパラレル・エンジン処理ノードに
対して同じです。通常、これは UNIX コマンド uname -n から返される基本ノード名です。
pools
構文:
pools "node_pool_name0" "node_pool_name1" ...

pools オプションはこのノードが割り当てられるプールの名前を示します。オプションの属性はプール名ま
たはスペースで区切られた名前のリスト (それぞれの名前は引用符で囲まれている) です。ノード・プール
の詳細については、ノード・プールとデフォルト・ノード・プールを参照してください。
resource disk オプションと resource scratchdisk オプションにも pools をオプションで指定できま
す。この場合は、それぞれディスク・プールまたはスクラッチ・ディスク・プールを示します。ディスク・
プールとスクラッチ・ディスク・プールの詳細については、ディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プ
ール、およびそのデフォルトを参照してください。
ノード・プール名は特定用途専用にできます。予約ノード・プール名には次の名前があります。
DB2

下の DB2 リソースと resource DB2 オプションを参照してください。

INFORMIX
下の INFORMIX リソースと resource INFORMIX オプションを参照してください。
ORACLE 下の ORACLE リソースと resource ORACLE オプションを参照してください。
sas

SAS リソースを参照してください。

sort

ソートの構成を参照してください。

予約ディスク・プール名には次の名前があります。
バッファー・スクラッチ・ディスク・プールを参照してください。
export エクスポート・ステージで使用。
lookup Lookup ステージで使用。
sasdataset
SAS リソースを参照してください。
sort

ソートの構成を参照してください。

resource
構文:
resource resource_type "location" [{pools "disk_pool_name"}] |
resource resource_type "value"

resource_type は、次のいずれかです。
canonicalhostname
構文:
canonicalhostname "ethernet name"
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canonicalhostname リソースは、高速ネットワークでコンダクター・ノードには接続されていないクラスタ
ー内のノードのイーサネット名を引用符付きの属性として取ります。コンダクター・ノードが fastname に
よって接続されていないノードに到達できない場合、接続されていないノードの canonicalhostname を定義
し通信を可能にする必要があります。
DB2
構文:
resource DB2 "node_number" [{pools "instance_owner" ...}]

このオプションでは、DB2 ノードの名前として論理名を指定できます。 DB2 の構成方法の詳細について
は、resource DB2 オプションを参照してください。
disk
構文:
resource disk "directory_path"
[{pools "poolname"...}]

ノードに接続されたファイル・システムに属しているディレクトリーの絶対パス名を引用符付きでこのオプ
ションに割り当てます。ノードはこのディレクトリーの永続データを読み取ったり書き込んだりします。1
つのノードには複数のディスクが設定できます。相対パス名は未サポートです。
一般に、引用名はファイル・システムのルート・ディレクトリーですが、そうでなくてもかまいません。例
えば、ディスクに割り当てる引用符付き名前はファイル・システムのサブディレクトリーであってもかまい
ません。
pools を使用して、ディスクをグループ化できます。引用符付き名前の後に中括弧で囲まれた pools 定義
を付け、ディスクが属するプールを指示します。ディスク・プールの詳細については、ディスク・プールと
スクラッチ・ディスク・プール、およびそのデフォルトを参照してください。
INFORMIX
構文:
resource INFORMIX "coserver_basename" [{pools "db_server_name" ... }]

このオプションでは、INFORMIX ノードの名前として論理名を指定できます。INFORMIX の構成方法の詳
細については、resource INFORMIX オプションを参照してください。
ORACLE
構文:
resource ORACLE "nodename"
[{pools "db_server_name" ...}]

このオプションでは、Oracle を実行するノードを定義できます。 Oracle の構成方法の詳細については、
resource ORACLE オプションを参照してください。
sasworkdisk
構文:
resource sasworkdisk "directory_path"
[{pools "poolname"...}]

このオプションは、SAS 作業ディレクトリーへのパスを指定する際に使用します。SAS リソースを参照し
てください。
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scratchdisk
構文:
resource scratchdisk "directory_path"
[{pools "poolname"...}]

このオプションには、中間データを一時的に格納するファイル・システム・ディレクトリーの絶対パス名を
引用符で囲んだものを割り当てます。この構成に存在するすべてのユーザーが、このディレクトリーでの読
み取りと書き込みを実行できなければなりません。相対パス名は未サポートです。
ディレクトリーは処理ノードでしか使用できないようにする必要があり、ほかのディスク・スペースのスピ
ンドルとは別のスピンドルに置きます。1 つのノードは複数のスクラッチ・ディスクを持つことができま
す。
定義済みノードのそれぞれに 500 MB 以上のスクラッチ・ディスク・スペースを割り当てます。各ノード
のスクラッチ・スペースはほぼ同じ大きさにします。 ソート処理の実行時、予想使用量によっては、スク
ラッチ・ディスク・スペース所要量はこれよりもかなり大きくなるかもしれません。
以下のことを確認してください。
v ソート処理を実行する構成ファイル内の各論理ノードに独自のソート・ディスクを割り当てること。ソ
ート・ディスク は、ソートに使用できるスクラッチ・ディスクとして定義し、ソート またはデフォル
ト・ディスク・プールに存在します。
v 各論理ノードのソート・ディスクは別個のディスク・ドライブであること。複数のソート・ノードがデ
ィスクを共有する場合は、ディスクをストライピング して、パフォーマンスの改善を図る必要がありま
す。
v 大規模なソート処理の場合、ソートを実行する各ノードは複数の別個のドライブ上の別個のソート・デ
ィスク、またはストライピングされたソート・ディスクを持つこと。
スクラッチ・ディスクは、プールでグループ化できます。引用符付きの名前のあとに括弧 ({ }) で囲んだ
pools 定義を指定することで、スクラッチ・ディスクが属するプールを指定します。ディスク・プールの詳
細については、ディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プール、およびそのデフォルトを参照してくだ
さい。
次の SMP 構成ファイル例は、4 つの論理ノードを定義します。
{
node "borodin0" {
fastname "borodin"
pools "compute_1" ""
resource disk "/sfiles/node0" {pools ""}
resource scratchdisk "/scratch0" {pools "" "sort"}
}
node "borodin1" {
fastname "borodin"
pools "compute_1" ""
resource disk "/sfiles/node1" {pools ""}
resource scratchdisk "/scratch1" {pools "" "sort"}
}
node "borodin2" {
fastname "borodin"
pools "compute_1" ""
resource disk "/sfiles/node2" {pools ""}
resource scratchdisk "/scratch2" {pools "" "sort"}
}
node "borodin3"
{
fastname "borodin"
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pools "compute_1" ""
resource disk "/sfiles/node3" {pools ""}
resource scratchdisk "/scratch3" {pools "" "sort"}
}
}

上記の例の説明
v すべてのノードはプール compute_1 とデフォルト・ノード・プール ("" で示される) の両方のエレメン
トです。
v ノード borodin0 のリソース・ディスクは、ディレクトリー /sfiles/node0 にあります。
v ノード borodin1 から borodin3 までのリソース・ディスクは、ディレクトリー /sfiles/node1、/sfiles/
node2、および /sfiles/node3 にあります。
v すべてのリソース・ディスクはデフォルト・ディスク・プール ("" で示される) のエレメントです。
v 各論理ノードはソート用にそれぞれ独自のスクラッチ・ディスクを保持しています。
v すべてのスクラッチ・ディスクはソート・スクラッチ・ディスク・プールとデフォルト・スクラッチ・
ディスク・プール ("" で示される) のエレメントです。

ノード・プールとデフォルト・ノード・プール
ノード・プールは、処理ノードをその特性に基づいて関連付けられるようにします。ノードには、プール・
リストを明示的に指定できます。
ノード・プールは、処理ノードをその特性に基づいて関連付けられるようにします。例えば、ある特定のノ
ードは大量の物理メモリーを持つことができ、これらを計算ノードとして指定できます。ほかのノードはメ
インフレームまたはある形態の高速入出力に直接接続できます。これらのノードは入出力ノード・プールに
グループ化できます。
オプション pools のあとにノードが属するノード・プールの名前を引用符付きで指定します。次の例のよ
うに、1 つのノードを複数のプールに割り当てることができます。例えば、node1 はデフォルト・プール
("") のほかにプール node1、node1_css、pool4 にも割り当てられます。
node "node1"
{
fastname "node1_css"
pools "" "node1" "node1_css" "pool4"
resource disk "/orch/s0" {}
resource scratchdisk "/scratch" {}
}

プール・リストを明示的に指定して、リストからデフォルト・プール名 ("") を省略しない限り、ノードは
デフォルト・プールに属します。
ノード・プールを定義すると、パラレル・ステージまたはパラレル・ジョブをそのプール、すなわち、ノー
ド・プールに所属する処理ノードでしか実行できないように制限できます。ステージとジョブの両方を制限
すると、ステージは両方のプールに表示されるノードでしか実行できません。
プールの指定があるノードまたはリソースは、そのプールのメンバーであることを宣言します。
最初のシステム構成時には、ノードの名前とファースト名から命名されたプールにすべてのノードを入れる
ことができます。さらに、次の例に示すようにこのプールにデフォルト・ノード・プールも入れます。
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node "n1"
{
fastname "nfast"
pools "" "n1" "nfast"
}

デフォルトでは、パラレル・エンジンはデフォルト・ノード・プールで定義されたすべてのノードでパラレ
ル・ステージを実行します。構成ファイルからノード記述を削除するか、またはジョブまたはステージを特
定のノード・プールに制限すると、パラレル・エンジンが使用する処理ノードを制限できます。

ディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プール、およびそのデフォルト
処理ノードを定義する場合、オプション resource disk および resource scratchdisk を指定できます。ここで
は、ディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プールのセットアップの構文を示します。
処理ノードを定義する場合、オプション resource disk および resource scratchdisk を指定できます。これら
のオプションはノードで使用可能なファイル・システムのディレクトリーを示します。また、プール内のデ
ィスクとスクラッチ・ディスクのグループ化もできます。プールは、非常に大型のデータ・セット保持な
ど、特定用途のストレージを確保します。ディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プールのセットアッ
プの構文は次のとおりです。
resource disk "disk_name"
{pools "disk_pool0" ... "disk_poolN"}
resource scratchdisk "s_disk_name"
{pools "s_pool0" ... "s_poolN"}

ここで、
v disk_name および s_disk_name はディレクトリーの名前です。
v disk_pool... および s_pool... はそれぞれディスク・プールとスクラッチ・ディスク・プールの名前で
す。
disk および scratchdisk によって定義されたプールは結合していません。そのため、同じ名前を持ち
resource disk および resource scratchdisk の両方に属する 2 つのプールは、2 つの個別のプールを定義しま
す。
プールを指定しないディスクはデフォルト・プールに割り当てられます。デフォルト・プールは "" および
{ } (空のプール・リスト) でも指定できます。例えば、次のコードは node1 のディスクを構成します。
node "node1" {
resource disk "/orch/s0" {pools
resource disk "/orch/s1" {pools
resource disk "/orch/s2" { } /*
resource disk "/orch/s3" {pools
resource scratchdisk "/scratch"
}

"" "pool1"}
"" "pool1"}
empty pool list */
"pool2"}
{pools "" "scratch_pool1"}

この例の説明
v 最初の 2 つのディスクはデフォルト・プールに割り当てられます。
v 最初の 2 つのディスクは pool1 に割り当てられます。
v 3 番目のディスクも、{ } で示されるデフォルト・プールに割り当てられます。
v 4 番目のディスクは pool2 に割り当てられますが、デフォルト・プールには割り当てられません。
v スクラッチ・ディスクはデフォルトのスクラッチ・ディスク・プールおよび scratch_pool1 に割り当てら
れます。
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アプリケーション・プログラマーは、自らのシステムとアプリケーションの知識を基にプールを使用しま
す。

バッファー・スクラッチ・ディスク・プール
パラレル・エンジンがどのようにメモリーとディスク・ストレージの両方を使用して、仮想データ・セッ
ト・レコードをバッファーに入れるかを学習します。
特定の状況下で、パラレル・エンジンはメモリーとディスク・ストレージの両方を使用して仮想データ・セ
ット・レコードをバッファーに入れます。メモリー量のデフォルト値は、処理ノードのバッファーごとに 3
MB です。デフォルトで、各処理ノードのディスク・スペースの量は、ノードのデフォルトの
scratchdisk 設定で指定された使用可能なディスク・スペースの量になります。
パラレル・エンジンはバッファリング以外に一時ストレージのためにもデフォルト・スクラッチ・ディスク
を使用します。構成ファイルでノードに buffer スクラッチ・ディスク・プールを定義すると、パラレル・
エンジンは、デフォルト・スクラッチ・ディスクでなくそのスクラッチ・ディスク・プールをバッファリン
グに使用し、定義されている他のすべてのスクラッチ・ディスク・プールをバッファリング以外の一時スト
レージのために使用します。
次の構成ファイルの例は、buffer スクラッチ・ディスク・プールを定義します。
{
node node1 {
fastname
pools ""
resource
resource
resource
}
node node2 {
fastname
pools ""
resource
resource
resource
}

"node1_css"
"node1" "node1_css"
disk "/orch/s0" {}
scratchdisk "/scratch0" {pools "buffer"}
scratchdisk "/scratch1" {}
"node2_css"
"node2" "node2_css"
disk "/orch/s0" {}
scratchdisk "/scratch0" {pools "buffer"}
scratchdisk "/scratch1" {}

}

この例では、各処理ノードがバッファー・プールに 1 つのスクラッチ・ディスク・リソースを保持しま
す。そのためバッファリングには /scratch0 が使用され、/scratch1 は使用されません。ただし、/scratch0 を
バッファー・プール内に作成するよう定義しなかった場合は、両方がデフォルト・プールに入れられるた
め、/scratch0 および /scratch1 の両方が使用されます。

resource DB2 オプション
DB2 ファイル db2nodes.cfg には、DB2 ノード番号をノード名に変換するための情報が入っています。
パラレル・エンジンと DB2 間で通信が必要な場合、db2nodes.cfg で指定されているノード名を構成ファイ
ルに定義する必要があります。 db2nodes.cfg で指定された各ノードを次のどちらかの方法で指定できま
す。
v ノードに引用符で囲んだネットワーク名を割り当てる。この名前は UNIX オペレーティング・システ
ム・コマンド uname -n で返される名前です。例: node "node4"。
v ノードに論理名を割り当てる。例: "DB2Node3"。この方法を使用する場合、オプション resource DB2
の指定に続けて、db2nodes.cfg でノードに割り当てられているノード番号を指定する必要があります。
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resource DB2 オプションには、pools オプションも指定できます。このオプションには、各ノードで実行す
るよう構成されている各 DB2 インスタンスのオーナーのユーザー名を割り当てます。DB2 はインスタン
スを使用して db2nodes.cfg の場所を判断します。
サンプル DB2 構成を次に示します。
{
node "Db2Node0" {
/* other configuration parameters for node0 */
resource DB2 "0" {pools "Mary" "Tom"}
}
node "Db2Node1" {
/* other configuration parameters for node1 */
resource DB2 "1" {pools "Mary" "Tom"}
}
node "Db2Node2" {
/* other configuration parameters for node2 */
resource DB2 "2" {pools "Mary" "Tom" "Bill"}
}
node "Db2Node3" {
/* other configuration parameters for node3 */
resource DB2 "3" {pools "Mary" "Bill"}
}
/* other nodes used by the parallel engine*/
}

上記の例の説明
v resource DB2 オプションは、処理ノードに対応する DB2 ノード番号を受け取ります。
v すべてのノードが DB2 インスタンス Mary で使用されます。
v ノード 0、1、および 2 は DB2 インスタンス Tom で使用されます。
v ノード 2 と 3 は DB2 インスタンス Bill で使用されます。
ここでジョブに DB2 インスタンス Mary を指定すると、db2nodes.cfg の場所は ~Mary/sqllib/db2nodes.cfg
になります。

resource INFORMIX オプション
INFORMIX と通信するには、INFORMIX コサーバーとして機能するすべての処理ノードでパラレル・エン
ジンを実行するように構成する必要があります。
これは、コサーバー・ノードのノード定義を構成に組み込む必要があることを意味します。INFORMIX コ
サーバーのリストは、環境変数 $INFORMIXSQLHOSTS が示すファイル内か、ファイル
$INFORMIXDIR/etc/sqlhosts 内に格納されています。
INFORMIX コサーバー名を構成ファイルに指定する方式は 2 つあります。
1. 構成ファイルに各ノードの記述を設定できます。この方式では、ノード名 (同義語ではありません)
を、ノードの引用符付き名前として指定します。通常、ノード名は、UNIX コマンド uname -n で返さ
れる処理ノードのネットワーク名です。
次に示すのは、INFORMIX コサーバー・ノード node0、node1、node2、および node3 を含むシステム
の構成ファイルの例です。
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{
node "node0" {
/* configuration
}
node "node1" {
/* configuration
}
node "node2" {
/* configuration
}
node "node3" {
/* configuration
}

parameters for node0 */
parameters for node1 */
parameters for node2 */
parameters for node3 */

/* other nodes used by the parallel engine*/
}

1. 実際のネットワーク名の代わりに、論理名をノードの引用符付き名前として指定できます。論理的なネ
ットワーク名を指定する場合は、resource INFORMIX オプションを指定し、そのあとに対応する
INFORMIX コサーバーの名前を指定する必要があります。
INFORMIX 構成サンプルを次に示します。
{
node "IFXNode0" {
/* other configuration parameters for node0
resource INFORMIX "node0" {pools "server"}
}
node "IFXNode1" {
/* other configuration parameters for node1
resource INFORMIX "node1" {pools "server"}
}
node "IFXNode2" {
/* other configuration parameters for node2
resource INFORMIX "node2" {pools "server"}
}
node "IFXNode3" {
/* other configuration parameters for node3
resource INFORMIX "node3" {pools "server"}
}

*/

*/

*/

*/

/* other nodes used by the parallel engine*/
}

resource INFORMIX を指定する場合、pools パラメーターも指定する必要があります。このパラメーター
は、各 INFORMIX サーバーのコサーバー・グループのベース名を示します。これらの名前は、共有メモリ
ー・プロトコルを使用したコサーバー・グループ・ベース名に対応しなければなりません。これらは、通常
は ONCONFIG ファイルの DBSERVERNAME 設定にも対応しています。例えば、グループ・サーバーの
コサーバーには通常 server.1、server.2 などの名前が付いています。

resource ORACLE オプション
パラレル・エンジンは、デフォルトのノード・プールに属するすべての処理ノードで Oracle ステージを実
行します。
デフォルトでは、パラレル・エンジンはデフォルト・ノード・プールに属するすべての処理ノードで
Oracle ステージを実行します。通常、これは定義されているすべてのノードになります。
オプションで、resource ORACLE オプションを指定すると、Oracle ステージを実行するためのノードを定
義できます。この指定を行うと、パラレル・エンジンは resource ORACLE が定義された処理ノード上での
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み Oracle ステージを実行するようになります。また、resource ORACLE に pools パラメーターを追加で
指定して、リソース・プールを定義することもできます。リソース・プールは Oracle ノードをグループ化
したものです。
サンプル Oracle 構成を次に示します。
{
node "node0" {
/* other configuration parameters for node0 */
resource ORACLE "node0" {pools "group1" "group2"
}
node "node1" {
/* other configuration parameters for node1 */
resource ORACLE "node1" {pools "group1" "group2"}
}
node "node2" {
/* other configuration parameters for node2 */
resource ORACLE "node2" {pools "group1" "group3"}
}
node "node3" {
/* other configuration parameters for node3 */
resource ORACLE "node3" {pools "group1" "group2"
}

"group3"}

"group3"}

/* any other nodes used by the parallel engine*/
}

上の例で、Oracle は node0 から node3 で実行されます。
v node0 から node3 は、ノード・プール group1 で使用されます。
v node0、node1、および node3 は、ノード・プール group2 で使用されます。
v node0、node2、および node3 は、ノード・プール group3 で使用されます。

SAS リソース
構成ファイルへの SAS 情報の追加
システムを構成する際、構成ファイルに SAS 情報を指定する必要があります。

このタスクについて
SAS ステージを使用するようにシステムを構成する場合、構成ファイルに次の情報を指定する必要があり
ます。
v SAS 実行可能ファイルの位置 (PATH にない場合)
v SAS 作業ディスク・ディレクトリー (各パラレル・エンジン・ノードに 1 つずつ)。
v 必要な場合は、パラレル SAS データ・セット専用のディスク・プール (sasdataset)。
リソース名の sas、sasworkdisk およびディスク・プール名 sasdataset はすべて予約語です。 それぞれの宣
言例を次に示します。
resource sas "/usr/sas612/" { }
resource sasworkdisk "/usr/sas/work/" { }
resource disk "/data/sas/" {pools "" "sasdataset"}

sasworkdisk として指定するディスクは RAID 構成である必要はありません。しかし、最良のパフォーマン
スがもたらされる設定は、各パラレル・エンジンの論理ノードが、ソートやマージの際に他のパラレル・エ
ンジン・ノードによって共有されない独自の予約ディスクを保持することです。すべてのノードにおけるこ
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のスペースの合計サイズは、SAS の順次実行時に使用する合計ワークスペースと等しくなると最適です
(パーティション間の不均一なデータの分散を許容するには、少し多めにする必要があります)。
sasdataset ディスク・プール内のディスクの数はパラレル SAS データ・セットの並列度を表します。その
ため、例えば 24 の処理ノードがあり、各々の関連するディスクが sasdataset ディスク・プールにある場
合、ディスク書き込みに先立つ処理が 4 列のみのパラレルであったとしても、パラレル SAS データ・セ
ットは 24 のディスクすべてにパーティション化されます。

SAS パスの定義
次の例では、単一のノード、grappelli0 がファースト名とともに定義されています。
また、SAS 実行可能ファイル、SAS 作業ディスク (SAS 作業ディレクトリーに対応)、および 2 つのディ
スク・リソース (1 つはパラレル SAS データ・セット用、もう 1 つは非 SAS ファイル・セット用) も定
義されています。
node "grappelli0"
{
fastname "grappelli"
pools "" "a"
resource sas "/usr/sas612" { }
resource scratchdisk "/scratch" { }
resource sasworkdisk "/scratch" { }
disk "/data/pds_files/node0" { pools "" "export" }
disk "/data/pds_files/sas" { pools "" "sasdataset" }
}

ソートの構成
ソート・スクラッチ・ディスク・プールを定義して、Sort ステージによって作成される一時ファイルの保
存場所としてスクラッチ・ディスク・スペースを割り当てることができます。

このタスクについて
ソート・スクラッチ・ディスク・プールを定義して、Sort ステージによって作成される一時ファイルの保
存場所として明示的にスクラッチ・ディスク・スペースを割り当てることができます。さらに、構成内の一
部のノードのみにソート・スクラッチ・ディスクが定義されている場合は、ソート・ノード・プールを定義
して、Sort ステージを実行するノードを指定できます。ソート・ノード・プールに割り当てるノードは、
ソート・スクラッチ・ディスク・プールに割り当てられるスクラッチ・ディスク・スペースを保持するノー
ドにしてください。
ソート・ノード・プールが定義されている場合にはそのノード・プール内のノードに限定して、パラレル・
エンジンはソートを実行し、定義されていない場合はデフォルトのノード・プールを使用します。Sort ス
テージは、ソート・スクラッチ・ディスク・プールが定義されている場合にはその中のスクラッチ・ディス
クのみを一時ファイルの保管場所にします。定義されていない場合は、デフォルトのディスク・プールを使
用します。
パラレル・エンジンは、実行中に、次のようにして一時ファイルの場所を決定します。

手順
1. パラレル・エンジン構成内で、ソートが実行されるノードのソート・リソース・プールにあるスクラッ
チ・ディスク・リソースを検索します。見つかった場合、そのスクラッチ・ディスクをソートの一時ス
トレージ用の場所として使用します。

760

パラレル・ジョブ開発者ガイド

2. ソート・ディスク・プール内のスクラッチ・ディスク・リソースが見つからなかった場合、システム
は、ソートが実行されるノード上のデフォルトのスクラッチ・ディスク・プールにスクラッチ・ディス
ク・リソースがあるかどうかを判別します。あった場合、デフォルトのプール内のスクラッチ・ディス
クを tsort の一時ストレージ域として使用します。
3. ソートあるいはデフォルトのスクラッチ・ディスク・プール内のスクラッチ・ディスク・リソースも見
つからなかった場合は、パラレル・エンジンは警告メッセージを発行し、TMPDIR 環境変数、または
/tmp によって指定されているディレクトリーを一時ストレージとして使用してソートを実行します。

リソースの割り振り
特定のステージのリソース割り振り、特にノードとディスクの割り振りは、マルチフェーズ・プロセスで行
われます。
特定のステージのリソース割り振り、特にノードとディスクの割り振りは、マルチフェーズ・プロセスで行
われます。どのノードとディスク・リソースを使用するかといった制約がある場合、制約はパラレル・エン
ジン引数で指定され、構成ファイルで定義されたプールと照合されます。前回のステージと同じ並列処理の
度合いを明示的に要求されるなど、付加的な制約が加えられることがあります。すべての関連制約が適用さ
れてから、ステージは、リソースの割り振りを行います。これには、まだ使用可能なノード上のプレイヤ
ー・プロセスのインスタンス生成、データの一時ストレージおよび永続ストレージに使用するディスクの割
り振りも含まれます。

スタートアップ・スクリプトによる選択構成
アプリケーション実行の一環として、パラレル・エンジンはアプリケーションを実行するすべてのパラレ
ル・エンジン処理ノード上にリモート・シェルを作成します。デフォルトでは、これらのリモート・シェル
の構成はどれも同じです。

このタスクについて
リモート・シェルの作成後、パラレル・エンジンはアプリケーションが起動されたシステムから各リモー
ト・シェルに環境をコピーします。これは、すべてのリモート・シェルがデフォルトで同じ構成を持つこと
を意味します。
ただし、デフォルトを無効にして個々の処理ノードに構成パラメーターを設定できます。これを行うには、
パラレル・エンジン・スタートアップ・スクリプトを作成します。スタートアップ・スクリプトが存在して
いれば、パラレル・エンジンはアプリケーションの実行前にすべてのリモート・シェルでスタートアップ・
スクリプトを実行します。
アプリケーションの起動時、パラレル・エンジンはスタートアップ・スクリプトの名前と場所を次のように
探します。

手順
1. APT_STARTUP_SCRIPT 環境変数の値を使用します。
2. 現行作業ディレクトリーで、startup.apt という名前のファイルを検索します。
3. パラレル・エンジン・アプリケーションを起動したシステム上で、ファイル install_dir/etc/
startup.apt を検索します。ここで、install_dir は、トップレベルのインストール・ディレクトリー
です。
4. スクリプトが見つからない場合、スタートアップ・スクリプトは実行しません。
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タスクの結果
独自のスタートアップ・スクリプトを作成するために Korn シェルで使用できるテンプレートを次に示し
ます。
#!/bin/ksh
# specify Korn shell
# your shell commands go here
shift 2
exec $*

# required for all shells
# required for all shells

シェル・スクリプトの最後の 2 行は必ず入れてください。これによって、シェル・スクリプトがエラーを
検出したときにアプリケーションが実行しないようにします。
次に示す Bourne シェルのスタートアップ・スクリプトは、アプリケーションの実行前にすべての処理ノー
ドのノード名、時間、日付をプリントします。
#!/bin/sh

# specify Bourne shell

echo `hostname` `date`
shift 2
exec $*

CASE ステートメントを使用すると、1 つのスクリプトでノード別の初期化を実行できます。次の例で
は、システムには node1 および node2 と名前の付いた 2 つのノードがあります。このスクリプトはどち
らのノードで実行されるかということに基づいて初期化を実行します。
#!/bin/sh

# use Bourne shell

# Example APT startup script.
case `hostname` in
node1)
# perform node1 init
node-specific directives
node2)
# perform node2 init
node-specific directives
esac
shift 2
exec $*

;;
;;

パラレル・エンジンには、スタートアップ・スクリプトを実行しないようにする場合のために
APT_NO_STARTUP_SCRIPT 環境変数が用意されています。デフォルトでは、パラレル・エンジンはスタ
ートアップ・スクリプトを実行します。環境変数が設定されていると、パラレル・エンジンはスタートアッ
プ・スクリプトを無視します。これはスタートアップ・スクリプトのデバッグ時に便利です。

ヒント
このセクションでは、実際の状況に合わせて構成ファイルを調整するためのヒントを、いくつか示します。
構成ファイルは、エンジンに対して基礎のコンピューター・システムを利用する方法を指示します。あるシ
ステムにとって、理想的な構成ファイルというものは必ずしも存在するとは限りません。なぜなら、ジョブ
の動作の仕方は多種多様だからです。それでは、どのように開始すればよいのでしょうか。
共有メモリーのマルチプロセッサー・システム、すなわち SMP ボックス (現在、最も一般的なプラットフ
ォーム) を実行していると想定します。想定しているプロパティーは次のとおりです。下記の図を実際の状
況に合わせて調整することができます。
v

コンピューターのホスト名は fastone
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v

CPU は 6 台

v

/fs0、/fs1、/fs2、/fs3 という名前の 4 つのドライブ上に 4 つの独立したファイル・システム

開始点として使用する構成ファイルは、次のようになります。ディスク/スクラッチ・ディスク・リソース
が処理される方法に注意してください。本当のヒントはそこに隠されています。
{ /* config file allows C-style comments. */
/*
config files look like they have flexible syntax.
They do NOT. Keep all the sub-items of the individual
node specifications in the order shown here.
*/
node "n0" {
pools "" /* on an SMP node pools aren’t used often. */
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {} /*start with fs0*/
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch" {}
resource disk "/fs0/ds/disk" {} /* start with fs0 */
resource disk "/fs1/ds/disk" {}
resource disk "/fs2/ds/disk" {}
resource disk "/fs3/ds/disk" {}
}
node "n1" {pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {} /*start with fs1*/
resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {}
resource disk "/fs1/ds/disk" {} /* start with fs1 */
resource disk "/fs2/ds/disk" {}
resource disk "/fs3/ds/disk" {}
resource disk "/fs0/ds/disk" {}
}
node "n2" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch" {} /*start with fs2*/
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {}
resource disk "/fs2/ds/disk" {} /* start with fs2 */
resource disk "/fs3/ds/disk" {}
resource disk "/fs0/ds/disk" {}
resource disk "/fs1/ds/disk" {}
}
node "n3" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch" {} /*start with fs3*/
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch" {}
resource disk "/fs3/ds/disk" {} /* start with fs3 */
resource disk "/fs0/ds/disk" {}
resource disk "/fs1/ds/disk" {}
resource disk "/fs2/ds/disk" {}
}
node "n4" {
pools ""
fastname "fastone"
/*
*
Ok, now what. We rotated through starting with a
* different disk, but we have a basic problem here which is
* that there are more CPUs than disks. So what do we do
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* now? The answer: something that is not perfect. We’re
* going to repeat the sequence. You could shuffle
* differently that is, use /fs0 /fs2 /fs1 /fs3 as an order.
* I’m not sure it will matter all that much.
*/
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {}
/*start with fs0
again*/
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch" {}
resource disk "/fs0/ds/disk" {} /* start with fs0 again */
resource disk "/fs1/ds/disk" {}
resource disk "/fs2/ds/disk" {}
resource disk "/fs3/ds/disk" {}
}
node "n5" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {} /*start with fs1*/
resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch" {}
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {}
resource disk "/fs1/ds/disk" {} /* start with fs1 */
resource disk "/fs2/ds/disk" {}
resource disk "/fs3/ds/disk" {}
resource disk "/fs0/ds/disk" {}
}
} /* end of whole config */

上の構成ファイルのパターンは、「全員にすべてのディスクを提供する」方式と名付けることができます。
この構成スタイルは、フローが複雑すぎて I/O 使用率を計算できず、適切な計画が立たない場合に適して
います。すべてのパーティション (ノード) にすべての I/O リソースへのアクセスを許可すると、競合が発
生する恐れがあります。しかし、パラレル・エンジンは入出力にかなり大きなブロックを使用する傾向があ
るため、競合はユーザーが考えるほど大きな問題にはなりません。この構成スタイルは、CPU とディスク
の対応付けを特に必要としないので、CPU の数とディスクの数に関係なく機能します。ここでのヒューリ
スティックな原則は、「正確な予測が難しい場合には、最低ラインとして、バランスを取るという目標は達
成しなければならない」ということです。
この構成スタイルに代わるものとして、競合を減らすための入出力動作の注意深いプランニングがありま
す。ここで想定しているディスク 4 台、6-way SMP 構成では、明確に 1 対 1 の対応を設定することはで
きないため、そのような方式は難しいことがわかります。同じディスクのいくつかのノードを倍にしても、
ホット・スポットが生まれるので、パフォーマンス全体を上げることはできないでしょう。すべての CPU
に 2 つのディスクを与え、交替で使用させることもできますが、これは先の戦略とは少し異なります。そ
こで、もう少し制約の少ない環境を想定し、2 台のディスク /fs4 と /fs5 をそこに追加してみましょう。そ
の場合、構成ファイルは、次のようになります。
{
node "n0" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs0/ds/scratch" {}
resource disk "/fs0/ds/disk" {}
}
node "n1" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs1/ds/scratch" {}
resource disk "/fs1/ds/disk" {}
}
node "n2" {
pools ""
fastname "fastone"
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resource scratchdisk "/fs2/ds/scratch"
resource disk "/fs2/ds/disk" {}
}
node "n3" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs3/ds/scratch"
resource disk "/fs3/ds/disk" {}
}
node "n4" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs4/ds/scratch"
resource disk "/fs4/ds/disk" {}
}
node "n5" {
pools ""
fastname "fastone"
resource scratchdisk "/fs5/ds/scratch"
resource disk "/fs5/ds/disk" {}
}
} /* end of whole config */

{}

{}

{}

{}

これは最もシンプルな方法です。しかし、どのパーティションのどのプレイヤー (ステージ/オペレータ
ー・インスタンス) であろうと、そのプレイヤーがアクセスするディスクよりも高速になり得るプレイヤー
はないということを理解しておいてください。
ディスクとノードとが 1 対 1 で関連付けられるノード・プールを追加することによって、複数の戦略を組
み合わせることができます。このノードはデフォルト・ノード・プールには存在せず、ステージ/オペレー
ターを明確に割り当てることができる特殊ノード・プールに存在します。
構成ファイルに関するそのほかのヒントは次のとおりです。
v

入力ファイルが存在するディスク (複数可) は避けるようにしてください。入力フェーズが終了するま
での間に、これらのディスクがホット・スポットになることがあります。ジョブが大きく複雑である場
合、処理全体に占める入力部分の割合は小さくなるので、これはあまり大きな問題ではなくなります。

v

異なるファイル・システムがディスクとスクラッチ・ディスク・リソースとして指定される場合は、そ
れらが RAID システムに配置される場合であっても、非結合のスピンドルのセットに到達できるように
してください。

v

実際のディスクと NFS の違いを理解しておく必要があります。実際のディスクとは、直接アタッチさ
れるか、SAN (ストレージ・エリア・ネットワーク。ストレージ専用の低レベル・プロトコル) 経由で到
達可能なディスクです。
–
–

スクラッチ・ディスク・リソースには NFS ファイル・システムを使用しないでください。
NFS ファイル・システム・スペースをディスク・リソースに使用する場合は、それに伴う正しい設
定方法を理解しておく必要があります。例えば、最終的な結果ファイルを NFS ディスク領域に書き
込む必要があるとします。この場合、マルチジョブ・シーケンスの中で作成され、使用される中間の
一時データ・セットは、結果と同じ NFS ディスク領域に作成する必要はありません。望ましい設定
は、「最終用」のディスク・プールを定義し、結果の順次ファイルまたはデータ・セットはそこに置
くよう制約し、中間ストレージには、NFS でなくローカルまたは SAN のリソースを使用するように
することです。

v ストライピング (RAID) されるデータ・ポイントと、されないデータ・ポイントを把握しておく必要が
あります。可能な限り、スピンドル・レベルで既にストライピングされているデータ・ポイントにまた
がるストライピングは避けてください。
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第 14 章 グリッドのデプロイメント
グリッド・コンピューティングにより、IT 組織はリソースの価値を最大化できます。 グリッド・テクノロ
ジーを利用して構築される情報統合ソリューションにより、より低コストで計算能力を増加させることがで
きます。
リソース・マネージャー・ソフトウェアはリソースを動的に調べて割り振るので、IT グループは情報技術
への投資を最大限に利用しながら、企業のニーズへの即応性がはるかに良くなります。
IBM InfoSphere DataStage が提供するグリッド構成機能を使用することにより、グリッド環境でパラレル・
ジョブを実行できます。この機能は、Tivoli® Workload Scheduler LoadLeveler® が提供するリソース管理と
ともに Linux システム上で使用可能です。

リソース・マネージャー・ソフトウェア要件
Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler ソフトウェアには、計算ノードまたはユーザーの追加または削除時
および、パフォーマンスをチューニングする必要がある場合には、考慮しなければならない要件がありま
す。
次のリストに、システムにユーザーを追加するときの Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler ソフトウェ
ア設定の要件を示します。
v 各新規 Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler ユーザーは、コンダクター・ノードおよびすべての計算
ノード上で、同じユーザー ID およびグループ ID を持つ必要があります。
v すべての新規 Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler ユーザーは、パスワードなしで SSH を実行するこ
とが可能でなければなりません。
v 管理者は、Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler 実行可能ファイル・ディレクトリー
(/opt/ibmll/LoadL/full/bin) がコンダクター・ノードの環境変数 PATH に含まれることを確認する必
要があります。
v システムに新規計算ノードを追加した場合、管理者は compute_node_name: type = machine をコンダク
ター・ノード上の LoadL_admin ファイルのマシン・スタンザに追加する必要があります。
実行するジョブの長さによっては、ウォール・クロックの制限を調整することをお勧めします。 制限はデ
フォルトでは 100 時間に設定されています。ウォール・クロックを変更するには次のようにします。
1. ファイル /home/load/LoadL_admin を編集します。
2. パラレル・クラスについて定義されているクラス・スタンザを見つけます。
3. パラレル・クラスの wall_clock_limit パラメーターを、ジョブを許容できるようなサイズに変更します
(値は秒または、時間:分:秒で指定できます)。
時間、分、および秒で指定された制限
wall_clock_limit = 200:00:00

秒で指定された制限
wall_clock_limit = 3600
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グリッド環境の構成
グリッド・システムでジョブを実行する前に、グリッド環境を構成する必要があります。

始める前に
IBM InfoSphere Information Server がインストール済みでなければなりません。

手順
1. IBM Tivoli LoadLeveler 3.4.2 (loadl) をインストールします。
2. loadl について、コンダクター・ノードからすべての計算ノードへのパスワードなしのログインを構成し
ます。
3. 各マシン上で、LoadL_admin、LoadL_config、および LoadL_config.local を構成します。 コンダクタ
ー・ノードおよびすべての計算ノード上の LoadL_admin および LoadL_config ファイルは同じです。
LoadL_config.local はすべての計算ノード上で同じですが、コンダクター・ノード上のものとは異なりま
す。
4. 構成ファイル $APT_ORCHHOME/etc/master_config.apt を作成します (モードは 644 でなければなりま
せん)。
5. $APT_ORCHHOME/etc/resource_manager を作成します (モードは 644 でなければなりません)。
6. 次のコマンドを使用して loadl を開始します。 llctl -g start (loadl はコマンド llctl -g stop を使
用して停止できます)。 PATH に /opt/ibmll/LoadL/full/bin が含まれている必要があります。
7. コンダクターおよび各計算ノード上の /etc/hosts ファイルを確認し、以下の 2 行が各ファイルに含まれ
ることを確認します。
v 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
v IP_Adress short_host_name long_host_name with domain
8. $APT_ORCHHOME/etc/remsh を作成し、rsh を ssh に置換します。
9.

IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを開始して次のステップを実行し、プ
ロジェクト・レベルでパラレル・ジョブのグリッド・サポートを使用可能にします。
a. グリッドにデプロイするプロジェクトの「プロパティー」ウィンドウを開きます。
b. 「プロパティー」ウィンドウで、「パラレル」をクリックして「パラレル」ページを開きます。
c. 「パラレル・ジョブのグリッド・サポートを使用可能にする」オプションを選択します。

LoadL_admin ファイルの例
計算ノードおよび各計算ノードに関する LoadL_admin ファイルを構成しなければなりません。
次の例では、環境に固有の (したがってカスタマイズが必要な) フィールドは太字で示されています。
# LoadL_admin ファイル: インストール済み環境に合うように、コメントを削除してこのファイルを編集します。
# このファイルは、マシン、クラス、ユーザー、グループ、およびアダプター・スタンザで構成されます。
# 各スタンザには、"defaults:" セクションで指定されるデフォルトがあります。
# デフォルト・スタンザは、指定されていないフィールドの仕様を設定するために使用されます。
# クラス、ユーザー、グループ、およびアダプター・スタンザはオプションです。
# アダプター・スタンザが指定されていない場合、LoadLeveler はアダプターを動的に判断します。
# Refer to the Grid deployment topic for detailed information about
# keywords and associated values.
# サンプル・スタンザについては、~loadl/samples ディレクトリーの LoadL_admin.1 も参照してください。
#############################################################################
# マシン、クラス、ユーザー、およびグループ・スタンザのデフォルト
# 最初の # (コメント) を削除して適宜編集します。
#
default: type = machine
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central_manager = false
schedd_host = false
submit_only = false machine
default: type = class
wall_clock_limit = 100:00:00
default: type = user
default_class = parallel
default_group = No_Group
default_interactive_class = inter_class
default:

type = group

#############################################################################
# マシン・スタンザ
# マシン・スタンザは次のとおりです。最初のマシンは中央マネージャーとして
# 定義されています。 mach1:、mach2:、などはマシン名ラベルです。
# これらのプレースホルダー・ラベルは、プール内のマシン名に変更し、
# 必要であれば schedd_host および submit_only キーワードおよび値
# (true または false) を指定します。
#############################################################################
PXRH4vm1.swg.usma.ibm.com: type = machine
central_manager = true
schedd_host = true
master_node_exclusive = true
#-- 計算ブレードのセット
PXRH4vm2.swg.usma.ibm.com: type = machine
PXRH4vm3.swg.usma.ibm.com: type = machine
parallel:
type = class
master_node_requirement = true
priority = 100
wall_clock_limit = 100:00:00
inter_class:

type = class
wall_clock_limit = 30:00,25:00

LoadL_config ファイルの例
計算ノードおよび各計算ノードに関して LoadL_config ファイルを構成しなければなりません。
LoadL_config ファイルの例を次に示します。
#
# マシンの説明
#
ARCH = i386
#
# LoadLeveler アドミニストレーターをここに指定します。
#
LOADL_ADMIN = loadl loadladm xpu dsadm
#
# 要求時に LoadLeveler デーモンを開始するためのデフォルト
#
START_DAEMONS = TRUE
#
# マシンの認証
#
# TRUE の場合、ADMIN_LIST 内のマシンからの接続だけが受諾されます。
# FALSE の場合、任意のマシンからの接続が受諾されます。 # 指定されていない場合のデフォルトは FALSE
#

です。
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MACHINE_AUTHENTICATE = FALSE
#
# 各ノードで実行するデーモンを指定します。
#
SCHEDD_RUNS_HERE = True
STARTD_RUNS_HERE = True
#
# バックアップ中央マネージャーの情報を指定します。
#
# CENTRAL_MANAGER_HEARTBEAT_INTERVAL = 300
# CENTRAL_MANAGER_TIMEOUT = 6
#
# パス名を指定します。
#
RELEASEDIR
= /opt/ibmll/LoadL/full
LOCAL_CONFIG = $(tilde)/LoadL_config.local
ADMIN_FILE
= $(tilde)/LoadL_admin
LOG
= $(tilde)/log
SPOOL
= $(tilde)/spool
EXECUTE
= $(tilde)/execute
HISTORY
= $(SPOOL)/history
RESERVATION_HISTORY = $(SPOOL)/reservation_history
BIN
= $(RELEASEDIR)/bin
LIB
= $(RELEASEDIR)/lib
#
# ポート番号を指定します。
#
MASTER_STREAM_PORT
= 9616
NEGOTIATOR_STREAM_PORT = 9614
SCHEDD_STREAM_PORT
= 9605
STARTD_STREAM_PORT
= 9611
COLLECTOR_DGRAM_PORT
= 9613
STARTD_DGRAM_PORT
= 9615
MASTER_DGRAM_PORT
= 9617
#
# スケジューラー・タイプ (LL_DEFAULT、API、BACKFILL) を指定します。
# API は、内部スケジューリング・アルゴリズムをオフにすることを、LL_DEFAULT は、
#
元の内部 LoadLeveler スケジューリング・アルゴリズムを使用することを指定します。
#
SCHEDULER_TYPE = BACKFILL
#
# セキュア・シェルを指定します。
#
LL_RSH_COMMAND=/usr/bin/ssh
#
# アカウンティング制御を指定します。
# 予約データの記録をオンにするには、フラグ A_RES を ACCT に追加します。
#
ACCT
= A_OFF A_RES
ACCT_VALIDATION = $(BIN)/llacctval
GLOBAL_HISTORY = $(SPOOL)
#
#
#
#
#
#
#

prolog および epilog パス名
JOB_PROLOG =
JOB_EPILOG =
JOB_USER_PROLOG =
JOB_USER_EPILOG =

770

パラレル・ジョブ開発者ガイド

#
# チェックポイント間隔を指定します。
#
MIN_CKPT_INTERVAL
= 900
MAX_CKPT_INTERVAL
= 7200
# 1 日 1 回チェックポイント・ファイルのクリーンアップを実行します。
# 24 時間 x 60 分/時間 x 60 秒/分 = 86400 秒/日
CKPT_CLEANUP_INTERVAL = 86400
# チェックポイント・ファイル・クリーンアップ・プログラムのサンプル・ソースは LoadLeveler とともに
# 出荷され、/usr/lpp/LoadL/full/samples/llckpt/rmckptfiles.c にあります。
#
# ソースをコンパイルし、次の例に示すように実行可能ファイルの位置を示します。
CKPT_CLEANUP_PROGRAM = /u/mylladmin/bin/rmckptfiles
# LoadL_KeyboardD マクロ
#
KBDD
= $(BIN)/LoadL_kbdd
KBDD_LOG
= $(LOG)/KbdLog
MAX_KBDD_LOG
= 64000
KBDD_DEBUG
=
#
# キーボード・デーモンを開始するかどうかを指定します。
#
#if HAS_X
X_RUNS_HERE = True
#else
X_RUNS_HERE = False
#endif
#
# LoadL_StartD マクロ
#
STARTD
= $(BIN)/LoadL_startd
STARTD_LOG
= $(LOG)/StartLog
MAX_STARTD_LOG
= 64000
STARTD_DEBUG
=
POLLING_FREQUENCY
= 5
POLLS_PER_UPDATE
= 24
JOB_LIMIT_POLICY
= 120
JOB_ACCT_Q_POLICY
= 300
PROCESS_TRACKING
= FALSE
PROCESS_TRACKING_EXTENSION = $(BIN)
#DRAIN_ON_SWITCH_TABLE_ERROR = false
#RESUME_ON_SWITCH_TABLE_ERROR_CLEAR = false
#ifdef KbdDeviceName
KBD_DEVICE
= KbdDeviceName
#endif
#ifdef MouseDeviceName
MOUSE_DEVICE
= MouseDeviceName
#endif

#
# LoadL_SchedD マクロ
#
SCHEDD
= $(BIN)/LoadL_schedd
SCHEDD_LOG
= $(LOG)/SchedLog
MAX_SCHEDD_LOG
= 64000
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SCHEDD_DEBUG
=
SCHEDD_INTERVAL
= 120
CLIENT_TIMEOUT

= 30

#
# Negotiator マクロ
#
NEGOTIATOR
= $(BIN)/LoadL_negotiator
NEGOTIATOR_DEBUG
=
NEGOTIATOR_LOG
= $(LOG)/NegotiatorLog
MAX_NEGOTIATOR_LOG
= 64000
NEGOTIATOR_INTERVAL
= 60
MACHINE_UPDATE_INTERVAL
= 300
NEGOTIATOR_PARALLEL_DEFER
= 300
NEGOTIATOR_PARALLEL_HOLD
= 300
NEGOTIATOR_REDRIVE_PENDING
= 90
NEGOTIATOR_RESCAN_QUEUE
= 90
NEGOTIATOR_REMOVE_COMPLETED = 0
NEGOTIATOR_CYCLE_DELAY
= 0
NEGOTIATOR_CYCLE_TIME_LIMIT
= 0
#
# キュー内のすべてのジョブについて、SYSPRIO の再計算の間隔をセットします。
#
NEGOTIATOR_RECALCULATE_SYSPRIO_INTERVAL = 0
#
# GSmonitor マクロ
#
GSMONITOR
GSMONITOR_DEBUG
GSMONITOR_LOG
MAX_GSMONITOR_LOG

= $(BIN)/LoadL_GSmonitor
=
= $(LOG)/GSmonitorLog
= 64000

#
# 消費可能リソース
#
SCHEDULE_BY_RESOURCES = ConsumableCpus LicenseA FloatingLicenseX
FLOATING_RESOURCES = FloatingLicenseX(5) FloatingLicenseZ(2)
#
# Starter マクロ
#
STARTER
= $(BIN)/LoadL_starter
STARTER_DEBUG
=
STARTER_LOG
= $(LOG)/StarterLog
MAX_STARTER_LOG
= 64000
#
# LoadL_Master マクロ
#
MASTER
= $(BIN)/LoadL_master
MASTER_LOG
= $(LOG)/MasterLog
MASTER_DEBUG
=
MAX_MASTER_LOG
= 64000
RESTARTS_PER_HOUR
= 12
PUBLISH_OBITUARIES
= TRUE
OBITUARY_LOG_LENGTH
= 25
#
# ログ・ファイルを開いたときに切り捨てるかどうかを指定します。
#
TRUNC_MASTER_LOG_ON_OPEN
= False
TRUNC_STARTD_LOG_ON_OPEN
= False
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TRUNC_SCHEDD_LOG_ON_OPEN
TRUNC_KBDD_LOG_ON_OPEN
TRUNC_STARTER_LOG_ON_OPEN
TRUNC_NEGOTIATOR_LOG_ON_OPEN
TRUNC_GSMONITOR_LOG_ON_OPEN

=
=
=
=
=

False
False
False
False
False

#
# マシン制御式およびマクロ
#
OpSys : "$(OPSYS)"
Arch : "$(ARCH)"
Machine : "$(HOST).$(DOMAIN)"
#
# 外部ジョブの開始および停止の制御に使用される式
#
MINUTE
= 60
HOUR
= (60 * $(MINUTE))
StateTimer
= (CurrentTime - EnteredCurrentState)
BackgroundLoad = 0.7
HighLoad
= 1.5
StartIdleTime
= 15 *
ContinueIdleTime = 5 *
MaxSuspendTime = 10 *
MaxVacateTime
= 10 *

$(MINUTE)
$(MINUTE)
$(MINUTE)
$(MINUTE)

KeyboardBusy = KeyboardIdle < $(POLLING_FREQUENCY)
CPU_Idle
= LoadAvg <= $(BackgroundLoad)
CPU_Busy
= LoadAvg >= $(HighLoad)
#
#
#
#
#
#
#
#
#

See the Grid deployment topic for an explanation of these
control expressions
START : $(CPU_Idle) && KeyboardIdle > $(StartIdleTime)
SUSPEND : $(CPU_Busy) || $(KeyboardBusy)
CONTINUE : $(CPU_Idle) && KeyboardIdle > $(ContinueIdleTime)
VACATE : $(StateTimer) > $(MaxSuspendTime)
KILL : $(StateTimer) > $(MaxVacateTime)

START : T
SUSPEND : F
CONTINUE : T
VACATE : F
KILL : F
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

ジョブ・キューの優先順位付けに使用される式
SYSPRIO 式に使用できる値は以下のとおりです。
QDate
UserPrio
UserSysprio
ClassSysprio
GroupSysprio
GroupQueuedJobs
GroupRunningJobs
GroupTotalJobs
UserQueuedJobs
UserRunningJobs
UserTotalJobs

ジョブ・サブミット時間
ユーザーの優先順位
ユーザー ID に基づくシステムの優先度の値 (リスト・ファイルから。デフォルトは 0)
ジョブ・クラスに基づくシステムの優先度の値 (クラス・リスト・ファイルから。デフォルトは 0)
グループに基づくシステムの優先度の値 (グループ・リスト・ファイルから。デフォルトは 0)
グループの、実行中またはキューに入れられたジョブ・ステップの数
グループの、実行中のジョブ・ステップの数
グループの、ジョブ・ステップの合計数
ユーザーの、実行中またはキューに入れられたジョブ・ステップの数
ユーザーの、実行中のジョブ・ステップの数
ユーザーの、ジョブ・ステップの合計数

次に式の例を示します。

第 14 章 グリッドのデプロイメント

773

#SYSPRIO: (ClassSysprio * 100) + (UserSysprio * 10) + (GroupSysprio * 1)- (QDate)
#
# 次の SYSPRIO の (デフォルト) 式により、FIFO ジョブ・キューが作成されます。
#
SYSPRIO: 0 - (QDate)
#
# マシンの優先順位付けに使用される式
#
# 次の式により、マシンの速度で正規化された負荷平均の順にマシンが順序付けられます。
#
#MACHPRIO: 0 - (1000 * (LoadAvg / (Cpus * Speed)))
#
# 次の MACHPRIO の (デフォルト) 式により、マシンが負荷平均で順序付けられます。
#
MACHPRIO: 0 - (LoadAvg)
#
# MAX_JOB_REJECT の値により、ジョブをキャンセルまたは保留にする前に何度拒否するかが決まります。
# デフォルト値は 0 で、拒否されたジョブが直ちにキャンセルまたは保留されることを示します。
# MAX_JOB_REJECT は、値を -1 に指定することにより、拒否回数を無制限にできます。
#
MAX_JOB_REJECT = 0
#
# ACTION_ON_MAX_REJECT が HOLD の場合、拒否回数が MAX_JOB_REJECT 値に達するとジョブは
# ユーザー保留になります。
# ACTION_ON_MAX_REJECT が CANCEL の場合、拒否回数が MAX_JOB_REJECT 値に達するとジョブは
# キャンセルされます。
# デフォルトは HOLD です。
#
ACTION_ON_MAX_REJECT = HOLD
#
# REJECT_ON_RESTRICTED_LOGIN は、ユーザーがロックアウトされているかどうかを判断するために、
# ユーザーの AIX ログイン状況をチェックするかどうかを指定します。
# REJECT_ON_RESTRICTED_LOGIN を指定できるのは、グローバルな構成ファイルだけです。
# 有効値は TRUE または FALSE です。
# FALSE がデフォルトで、AIX ログイン制限チェックを実行しないことを示します。
# TRUE は、ジョブの実行がスケジュールされているすべてのノードで、AIX ログイン制約チェックを実行
# することを指定します。
# これらのノードのいずれかでユーザーがロックアウトされている場合、そのジョブは拒否されます。
#
REJECT_ON_RESTRICTED_LOGIN = FALSE
#
#
#
#

ジョブ・ステップの image_size 要件を満たすために十分な仮想メモリーがマシンにあるかどうかを
判定するために
negotiator が使用するアルゴリズムは、FREE_PAGING_SPACE (デフォルト) または
FREE_PAGING_SPACE_PLUS_FREE_REAL_MEMORY です。

VM_IMAGE_ALGORITHM = FREE_PAGING_SPACE
# ファイル・システム・モニター間隔およびしきい値
# モニター間隔の単位は分で、ファイル・システムの成長の速さに従ってセットしてください。
FS_INTERVAL = 30
#
#
#
#
#
#

しきい値は、最小値と最大値のペアで指定されます。 監視対象の値が最小値を下回ると、
アクションがとられます (例えば、管理者に問題が通知されたり、
LoadLeveler が中断または終了します。 監視対象の値が最小しきい値を下回った後で
最大値を超えると、補完的なアクションがとられます。
問題が解決したことが管理者に通知されるか、LoadLeveler が再開します。
「Terminate」アクションがとられたために LoadLeveler が終了した場合は、再開されません。

# ファイル・システム・スペースしきい値はバイトで指定されます。
# K、M、および G などのスケール・ファクターが使用できます。
FS_NOTIFY
= 750KB,1MB
FS_SUSPEND
= 500KB, 750KB
FS_TERMINATE
= 100MB,100MB
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# ファイル・システムの inode のしきい値は inode 数で指定されます。
# K、M、および G などのスケール・ファクターが使用できます。
INODE_NOTIFY
= 1K,1.1K
INODE_SUSPEND
= 500,750
INODE_TERMINATE = 50,50

コンダクター・ノードの LoadL_config.local ファイルの例
各コンダクター・ノードについて LoadL_config.local ファイルを構成する必要があります。
次の例は、コンダクター・ノードの LoadL_config.local ファイルの例です。
#
# ファイル: LoadL_config.local
# ここに含まれるステートメントは、LoadL_config のステートメントをマシンごとにオーバーライドし、
# 各マシンを個別に調整するために使用できます。
# サンプルについては RELEASEDIR/samples ディレクトリーを参照してください。
#
START_DAEMONS = TRUE
MAX_STARTERS = 1000000
# CLASS キーワードを指定する代わりの方法
# 以下は、古い指定方法です。
#
CLASS = parallel(1000000)

計算ノードの LoadL_config.local ファイルの例
各計算ノードについて LoadL_config.local ファイルを構成する必要があります。
次の例は、計算ノードの LoadL_config.local ファイルの例です。
#
# ファイル: LoadL_config.local
# ここに含まれるステートメントは、LoadL_config のステートメントをマシンごとにオーバーライドし、
# 各マシンを個別に調整するために使用できます。
# サンプルについては RELEASEDIR/samples ディレクトリーを参照してください。
#
START_DAEMONS = TRUE
MAX_STARTERS = 1
# CLASS キーワードを指定する代わりの方法
# 以下は、古い指定方法です。
#
CLASS = parallel(1)

master_config.apt 構成ファイルの例
構成ファイルを作成し、$APT_ORCHHOME/etc/master_config.apt に格納しなければなりません。
次の例では、環境に固有の (したがってカスタマイズが必要な) フィールドは太字で示されています。
{
// コンダクター・ノード項目
node "CONDUCTOR"
{
fastname "PXRH4vm1.swg.usma.ibm.com"
pools "conductor"
resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
}
// 計算ノード項目
node "COMPUTE_default"
{
fastname "$HOSTNAME"
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pools ""
resource disk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/opt/IBM/InformationServer/Server/Scratch" {pools ""}
}
}

resource_manager ファイルの例
resource_manager ファイルを作成し、$APT_ORCHHOME/etc/resource_manager に格納しなければなりませ
ん。
次の例では、環境に固有の (したがってカスタマイズが必要な) フィールドは太字で示されています。
installDir=/opt/ibmll/LoadL/full/bin
computeNodes=3
class=parallel
maxPartitionCount=4
computeNodes は、物理計算ノードの数を表します。 maxPartitionCount
は、各計算ノードの論理区画数を表します。 推奨値は、各計算ノード上の CPU の数の半分です。

グリッド・プロジェクト・デザイン入門
グリッド・ジョブをデザインするには、IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを
使用してマスター・テンプレートを編集します。 マスター・テンプレートは、グリッド内で使用可能な静
的リソースを定義します。 その後、プロジェクト・テンプレートを生成して個別のプロジェクトのリソー
スを定義できます。
次のリストは、このセクションで使用される用語を定義します。
マスター・テンプレート
マスター・テンプレートは、グリッドで使用可能な静的リソースを定義します。 各グリッドに対
して 1 つのマスター・テンプレートがあります (master_config.apt)。マスター・テンプレートを編
集できるのは管理者のみです。
プロジェクト・テンプレート
プロジェクト・テンプレートは、特定のプロジェクトに割り当てられた静的グリッド・リソースの
サブセットを表します。管理者は、プロジェクトでどの静的リソースを使用するかを定義し、
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを使用してプロジェクト・テンプレー
トを生成します。 プロジェクト・テンプレートの内容は、「グリッド・ジョブ・プロパティー」
ページに追加されます。 ジョブの実行の直前に、アドミニストレーター・クライアントによりジ
ョブ構成ファイルが生成されます。 テンプレートの例と詳細については、 779 ページの『構成フ
ァイル・テンプレート』を参照してください。
静的リソース
静的リソースは、データベース・サーバー、SAN サーバー、SAS サーバー、およびリモート・ス
トレージ・ディスクなどの固定の名前を持つサーバーで構成されます。
動的リソース
動的リソースは、デフォルト計算ノード・プール内にある計算ノードで構成され、ジョブの実行時
に動的に割り当てられます。デフォルトの計算ノード項目 ($HOSTNAME) はマスター・テンプレ
ートに含まれ、一般的な計算ノードを表します。 デフォルト計算ノード項目は、管理者がプロジ
ェクト用に選択すると、プロジェクト・テンプレートに組み込まれます。 要求されたリソースが
割り振られた後、エンジンはデフォルト計算ノード項目およびユーザー定義のジョブ要件を使用し
て、構成ファイルを動的に生成します。
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ジョブのグリッド・リソースは、次の手順概説で説明するように解決されます。 ステップで示されるよう
に、管理者レベルの許可を必要とするアクションや、ユーザー・レベルの許可のみを必要とするアクション
があります。
1. 管理者は、マスター・テンプレート内に、グリッドの静的リソースを定義します。
2. 管理者は、プロジェクト・テンプレートにどのリソースを含めるかを選択することにより、特定のプロ
ジェクトに対してどのグリッド・リソースが有効かを定義します。
3. ユーザーは、そのプロジェクト内の特定のジョブに対してリソース要件を定義します。
4. ユーザーは、そのジョブ内の特定のステージに対してリソース制約を定義します。
5. ジョブの起動後、実行の直前にリソース・マネージャーは InfoSphere DataStage を呼び出して構成ファ
イルを動的に生成します。
この方式により、実行時間の長い他のジョブによって拘束されていることのある固定リソースを待機するこ
となく、正しいタイプの十分なリソースが利用可能になった時点で直ちにジョブが実行されることが、
InfoSphere DataStage により保証されます。

グリッド・プロジェクトのデザイン
IBM InfoSphere DataStage クライアントを使用して、グリッド・プロジェクトおよびジョブをデザインし、
実行できます。

このタスクについて
グリッド対応のパラレル・ジョブをデザインし実行するには、以下の処理を実行します。

手順
1. 「アドミニストレーター・クライアント」ウィンドウを開きます。 Windows スタート・メニューか
ら、「スタート」→「プログラム」→「IBM InfoSphere Information Server」→「IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター」を選択します。
2. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウを使用して、アドミニストレーター・クライアントを InfoSphere
Information Server サービス層に接続します。
3. グリッドで必要であれば、マスター・テンプレートを編集します。
注: マスター・テンプレートを変更して保存できるのは管理者のみです。
a. アドミニストレーター・クライアントの「全般」タブをクリックして「全般」ページを開きます。
この「全般」ページには、インストール済み環境に関してエンジン全体にわたるプロパティーが表示
されます。
b. 「全般」ページで、「グリッド」をクリックします。
ビューが開き、マスター・テンプレートの表示と編集ができます。マスター・テンプレートの例の表
示およびテンプレート・フォーマットの詳細については、 779 ページの『構成ファイル・テンプレー
ト』を参照してください。
c. マスター・テンプレートを、グリッド内のリソースを正確に反映するように更新します。
例えば、グリッドの一部として使用する固定の名前を持つサーバーを追加した場合、それらをテンプ
レートに追加する必要があります。
d. 「チェック」をクリックして、変更済みのマスター・テンプレートを検証します。
e. マスター・テンプレートが検証できたら、変更を保存してからマスター・テンプレートを閉じます。
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4. プロジェクトで必要であれば、プロジェクト・テンプレートを編集します。
注: プロジェクト・テンプレートを変更して保存できるのは管理者のみです。
a. アドミニストレーター・クライアントの「プロジェクト」タブをクリックします。
「プロジェクト」ページが開き、すべてのプロジェクトのリストが表示されます。
b. プロジェクトのリストから、処理するプロジェクトを選択して「プロパティー」をクリックします。
c. 「プロジェクト・プロパティー」ウィンドウで、「パラレル」タブをクリックして「パラレル」ペー
ジを開きます。
d. 「パラレル」ページで、「パラレル・ジョブのグリッド・サポートを使用可能にする」チェック・ボ
ックスが選択されていることを確認します。
e. 「パラレル」ページで、「グリッド」ボタンをクリックして「グリッドの静的リソース構成」ウィン
ドウを開きます。
このページのリストはマスター・テンプレートを参照していますが、静的リソースのプロジェクト・
レベルのサブセットを表しています。 デフォルトでは、マスター・テンプレートのすべてのリソー
スが使用可能になっています。
f. 特定のプロジェクトから除外するグリッド・リソースがあれば、「使用可能」列のチェック・ボック
スをクリアします。
例えば、DB2 バージョン 9 上で実行しなければならないプロジェクトに関して、DB2 データベー
ス・バージョン 8 がインストール済みのノード・プールを除外したい場合があります。 このウィン
ドウで編集可能なフィールドは、各ノード・プールの「使用可能」チェック・ボックスと論理処理パ
ーティションだけです。 このプロジェクトでどのノード・プールを使用可能にするかを選択するこ
とにより、プロジェクト・テンプレートを定義します。「ビュー」ボタンをクリックすると、プロジ
ェクト・テンプレートの生成および表示ができます。
注: コンダクター・ノード・プールは使用不可にできません。 すべての構成ファイルにコンダクタ
ー・ノードがなければなりません。
g. オプション: このページに表示される各ノード・プールの「パーティション・カウント」列で論理処
理パーティション数を編集できます。パーティション・カウントは、ノード・プールに割り当てられ
たすべての固定の名前を持つサーバーに適用されます。デフォルト値は 1 です。
5. 「デザイナー・クライアント」ウィンドウを開始します。 「開始」→「プログラム」→「IBM
InfoSphere Information Server」→「IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー」をクリ
ックします。
6. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウを使用して、処理中のプロジェクトにデザイナー・クライアント
を接続します。
7. デザイナー・クライアントを使用して、プロジェクト内のジョブをデザインします。
8. オプション: プロジェクト内の各個別のジョブに対して、グリッド・リソース要件を定義します。 その
ためには、ジョブを開くかリポジトリー・ツリーから選択し、「編集」→「ジョブ・プロパティー」を選
択します。
注: あるいは、グリッド・リソース要件を定義し、個別のジョブではなくすべてのジョブに順に適用す
ることもできます。 786 ページの『ジョブ・オペレーションの考慮事項』を参照してください。
a. 「ジョブ・プロパティー」ウィンドウで、「グリッド」タブをクリックして「グリッド」ページを開
きます。
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この「グリッド」ページはプロジェクト・テンプレートを参照して、プロジェクトに対して使用可能
になっているグリッド・リソースを表示します。 この「グリッド」ページでの編集可能なフィール
ドを使用すると、次のステップで説明するようにジョブのリソース要件を定義しやすくなります。
b. 「計算 (物理) ノードの要件」領域で、「要求数」の値をセットします。
これは、ジョブの実行前に、リソース・マネージャー・ソフトウェアが待機すべき計算ノードの要求
数です。デフォルト値は 1 です。
c. 「最小数」フィールドの値をセットします。
これは、ジョブの実行前に、要求数が使用可能でなくても、リソース・マネージャー・ソフトウェア
が待機すべき計算ノードの最小数です。 デフォルト値はブランクです。
d. 「パーティション・カウント」フィールドの値をセットします。
これは、物理計算ノードあたりに必要な論理処理パーティションの数です。各論理ノードが、構成フ
ァイル内のノードとして表示されます。 デフォルト値は 1 です。
e. オプション: 表示される固定の名前を持つサーバーの各ノード・プールの「パーティション・カウン
ト」列で、論理処理パーティション数を編集できます。パーティション・カウントは、ノード・プー
ルに割り当てられたすべての固定の名前を持つサーバーに適用されます。デフォルト値は 1 です。
このジョブ・レベルのページでパーティション・カウントをセットすると、プロジェクト・レベルで
セットされたパーティション・カウントをオーバーライドします。 ノード・プールのパーティショ
ン・カウントをゼロにセットすると、そのノード・プールに割り当てられて固定の名前を持つサーバ
ーが、動的に生成される構成ファイルから除外されます。
9. オプション: ジョブ内の個別のステージに関して、グリッド・リソース制約を定義します。
例えば、ステージの実行を特定のノードまたはノード・プールに制限できます。そのためには、ステー
ジを開くかリポジトリー・ツリーから選択し、「編集」→「ステージ」を選択します。
a. 「ステージ」ウィンドウで、「高度」タブをクリックして「高度」ページを開きます。
この「高度」ページはジョブ・リソース要件を参照して、ジョブに対して使用可能になっているグリ
ッド・リソースを表示します。
b. この特定のステージについて、ノード・マップ、ノード・プール、またはリソース・プールの制約を
指定します。

構成ファイル・テンプレート
構成ファイルのテンプレートを使用すると、グリッドおよび個別のプロジェクトのリソースの定義が容易に
なります。

テンプレートのフォーマット
構成ファイル・テンプレートのエントリーには標準形式があります。
この例に示すように、各ノードには独自のエントリーがあり、論理ノード名、サーバー・ホスト名
(fastname)、ノード・プール名、およびストレージ・リソースを定義しています。
node "CONDUCTOR"
{
fastname "production_conductor_node"
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pools "conductor"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}

次のリストは、この例の行を定義します。
ノード 論理ノードの一般的な機能を記述します。 計算ノードでは、この論理ノード名はジョブの実行時
に構成ファイル内で生成され、物理サーバーの処理パーティションごとに論理ノード名が表示され
ます。 固定の名前を持つサーバーのノード名は、管理者がマスター・テンプレートに追加しま
す。
fastname
これはサーバーのホスト名です。
pools

ノードが割り当てられているノード・プールを指定します。 異なる処理環境間でジョブがエクス
ポートされた場合、両方の環境のテンプレートで共通のノード・プール名を使用する際に、ジョブ
はどのリソースを使用すべきかを認識します。 例えば、開発環境で固定の名前を持つ 2 つのサー
バーを含む「DB2」ノード・プールをジョブが使用するように、ジョブ要件を定義します。このジ
ョブを、変更することなく固定の名前を持つ 20 のサーバーを持つ「DB2」ノード・プールに後で
デプロイできます。

resource disk
ノードが永続データを保管しているストレージ・リソースを指定します。
resource scratchdisk
ノードが一時データを保管しているストレージ・リソースを指定します。

マスター・テンプレート・サンプル
サンプルのマスター・テンプレートを次に示します。 このマスター・テンプレートは、システムのコンダ
クター・ノードに事前インストールされています。
各IBM InfoSphere DataStage インストール済み環境に対して 1 つのマスター・テンプレートがあります。
管理者は、マスター・テンプレートを手動で編集し、実際のグリッド・リソースとマッチさせることができ
ます。 コンダクター・ノード項目は事前設定され、すべてのプロジェクトになければなりません。管理者
は、コメント・マークを削除して固定の名前を持つサーバーをグリッドに追加でき、必要に応じて新規エン
トリーを追加することもできます。
注: 計算ノードの fastname、$HOSTNAME は、InfoSphere DataStage がジョブの実行時に利用可能な計算
リソースから動的に判断する、実際のホスト名のプレースホルダーとして機能します。ジョブが固定名を持
つサーバー上でしか実行できない場合は、テンプレートから計算ノード項目を除外できます。
// 静的グリッド・リソースの情報は、このファイルで定義および維持されます。
// このファイルは C++ スタイルのコメントをサポートします。 コメントを削除して
// 固定の名前を持つサーバーのノード項目を編集し、グリッド環境をセットアップします。
{
// コンダクター・ノード項目
node "CONDUCTOR"
{
fastname "development_conductor_node"
pools "conductor"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
// 計算ノード項目
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node "COMPUTE_default"
{
fastname "$HOSTNAME"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
// 固定の名前を持つサーバーのノード項目
// node "DB2"
// {
// fastname "development_db2"
// pools "DB2"
// resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
// }
//node "SAN"
// {
// fastname "development_io_node"
// pools "io"
// resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
// }
//node "SORT"
// {
// fastname "development_sort_node"
// pools "sort"
// resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
// }
//node "INFORMIX"
// {
// fastname "development_informix"
// pools "INFORMIX"
// resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
// }
//node "SAS"
// {
// fastname "development_sas"
// pools "sas"
// resource sas "/usr/sas612" { }
// resource sasworkdisk "/u1/sas/work" { }
// resource disk "/u1/sas" {pools ""}
// resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
// }
}

プロジェクト・テンプレート・サンプル
サンプルのプロジェクト・テンプレートを次に示します。
プロジェクト・テンプレートは、マスター・テンプレートの内容を参照し、特定のプロジェクトが使用する
グリッド・リソースのサブセットを定義します。
例えば、マスター・テンプレート・サンプルを使用するとします。 管理者は、プロジェクトの sort および
INFORMIX ノード・プールを無効にしますが、DB2、io、sas ノード・プールのコメントを削除して有効に
します。 生成される結果のプロジェクト・テンプレートは次に示すようになります。
{
// コンダクター・ノード項目
node "CONDUCTOR"
{
fastname "development_conductor_node"
pools "conductor"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
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resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
// 計算ノード項目
node "COMPUTE_default"
{
fastname "$HOSTNAME"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
// 固定の名前を持つサーバーのノード項目
node "DB2"
{
fastname "development_db2"
pools "DB2"
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "SAN"
{
fastname "development_io_node"
pools "io"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
}
node "SAS"
{
fastname "development_sas"
pools "sas"
resource sas "/usr/sas612" { }
resource sasworkdisk "/u1/sas/work" { }
resource disk "/u1/sas" {pools ""}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
}

構成ファイル・サンプル
サンプルの構成ファイルを次に示します。
例えば、プロジェクト・テンプレート・サンプルを使用するとします。 そして、このジョブのジョブ要件
を、計算ノードの要求される数と最小数が 2、計算ノードあたりの論理区画数が 2 であるように定義しま
す。 また、管理者は固定の名前を持つ SAS サーバー (sas ノード・プール) のパーティション・カウント
値をゼロにセットします。
ジョブを実行したときに動的に生成される構成ファイルを次に示します。 各物理サーバー
production_compute_0 および production_compute_1 に 2 つずつ、合計 4 つの論理計算ノードが表示され
ます。 sas ノード・プールのパーティション・カウントはゼロにセットされたため、SAS サーバーは構成
ファイルから除外されます。
{
node "CONDUCTOR"
{
fastname "development_conductor_node"
pools "conductor"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "DB2"
{
fastname "development_db2"
pools "DB2"
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resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "SAN"
{
fastname "development_io_node"
pools "io"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
}
node "COMPUTE_0"
{
fastname "production_compute_0"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "COMPUTE_1"
{
fastname
pools ""
resource
resource
resource
resource

"production_compute_0"
disk "/u1/Datasets" {pools ""}
disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}

}
node "COMPUTE_2"
{
fastname
pools ""
resource
resource
resource
resource

"production_compute_1"
disk "/u1/Datasets" {pools ""}
disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}

}
node "COMPUTE_3"
{
fastname "production_compute_1"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
}

その他のグリッド・コンピューティングの考慮事項
グリッド・ベースのジョブのデザインおよび実行においては、その他の要因を考慮する必要があります。
追加する IBM InfoSphere DataStage ユーザーに対して SSH を構成し、ユーザーがパスワードなしでコン
ダクター・ノードからすべての計算ノードへコマンドを起動できるようにする必要があります。 ファイ
ル・タイプによっては、グリッド・コンピューティング・オペレーションに関する制約があります。 ジョ
ブの検証と実行もデザインに影響します。
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パスワードなしのコマンド用の SSH の構成
IBM InfoSphere DataStage ユーザーが、パスワード無しでコンダクター・ノードからすべての計算ノードへ
コマンドを起動できるように、グリッドに追加する新規ユーザーに対して SSH アクセスを構成しなければ
なりません。 その代わり、ユーザーは公開鍵暗号化によってのみ認証されます。 この手順は、ジョブを実
行する各新規ユーザーに対して行わなければなりません。

始める前に
このサンプルの手順では、conductnode はコンダクター・ノードで、 dbnode はリモート・ノードです。
パスワードなしのコマンド用に SSH をセットアップするには、次のようにします。

手順
1. コンダクター・ノードで、RSA 公開鍵と秘密鍵のペアを生成します。
ssh-keygen –b 1024 -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa

識別キーは、~/.ssh/id_rsa ディレクトリーに保存されます。
2. ENTER を 2 回押して、NULL パスフレーズを指定します。
注: ユーザーのホーム・ディレクトリーが自動マウントされる場合は、次のステップの scp コマンドは
不要です。 この場合でも、リモート・ノードを使用してパラレル・エンジン・ジョブを実行する前に、
少なくとも一度これらのノードにログインする必要があります。 初めてログインした時に、ノードを既
知のホスト・リストに追加するかどうかというプロンプトが出されます。 このリストは、非対話式プロ
グラムでは処理できません。
3. 公開鍵をリモート・ノードに送信します。scp コマンドは、rcp コマンドのセキュア・バージョンで
す。
cd .ssh
scp id_rsa.pub user@dbnode:~/.ssh

4. リモート・ノード dbnode にログインし、公開鍵を認可キーのリストに追加し、ファイルの許可がセッ
トされていなければセットします。
cd .ssh
cat id_rsa.pub >>authorized_keys
chmod 640 authorized_keys
rm -f id_rsa.pub

タスクの結果
これで、パスワードなしで conductnode から dbnode に接続できます。例えば、conductnode から次のコマ
ンドを実行できます。
ssh dbnode ls

ファイル・タイプの考慮事項
このセクションのファイル・タイプは、一般に IBM InfoSphere DataStage ジョブおよびオペレーションで
使用されます。 グリッド対応の環境でこれらのファイル・タイプを使用することに関する具体的な考慮事
項を説明します。
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データ・セット
データ・セットは、記述子ファイルと 1 つ以上のデータ・ファイルで構成されます。 データ・セットの記
述子ファイルは、コンダクター・ノードに保管しなければなりません。 記述子ファイルを削除する
DELETE オペレーターは、コンダクター・ノード上で実行しなければなりません。 データ・セットのデー
タ・ファイルは、これらのファイルが保管されているサーバー上でローカルにアクセス可能でなければなり
ません。 すべての計算ノードのリソース・ディスクは、データ・セットがすべての計算ノードからアクセ
ス可能であるように、共通ファイル・システムにマウントされます。
すべての計算ノードのリソース・ディスクは、生成されたジョブ構成ファイル内に論理計算ノード名がない
場合にもエラーが起きないように、共通ファイル・システムにマウントされます。 パラレル・エンジン
は、論理ファイルを処理するために使用可能な計算ノードを割り当てます。 割り振られた計算ノード全体
に I/O プロセスを分散して、ワークロード・バランシングを実現するために、最適化が実行されます。

ファイル・セット
ファイル・セットは、1 つ以上の論理ファイルから構成され、それぞれの論理ファイルは 1 つ以上の物理
ファイルで構成されます。 ファイル・セットの記述子ファイルは、コンダクター・ノードに保管しなけれ
ばなりません。 記述子ファイルを削除する DELETE オペレーターは、コンダクター・ノード上で実行し
なければなりません。 論理ファイルのすべての物理ファイルは同じノードに保管され、複数の論理ファイ
ルが同じノードに共存できます。 論理ファイルごとに 1 項目がファイル・セットのノード・マップに含ま
れます。

ファイル
ファイル・パス名は、ホスト名を接頭部とすることができます (例えば、kitt-eth-1:/tmp/example.txt)。
接頭部のホスト名が省略された場合は、ファイルはリモート・ストレージ・システム (デフォルトの共通フ
ァイル・システム) に保管されます。 ホスト名はアスタリスクでもよく、そのファイルが構成ファイル内
のすべての物理ノード上に同じ名前で共存できることを示します。 ファイルに接頭部のホスト名がない場
合、ファイル I/O は共通ファイル・システムの計算ノード上で行われます。 割り振られた計算ノード全体
に I/O プロセスを分散して、ワークロード・バランシングを実現するために、最適化が実行されます。

ファイル・パターン
ファイル・パターンは、以下のフォーマットの import オペレーターのみによってサポートされます。
hostname:/directory_name/example*.dat
接頭部のホスト名が省略された場合は、ファイル・パターンはリモート・ストレージ・システムに保管され
ます。 ホスト名はアスタリスクでもよく、そのファイル・パターンが構成ファイル内のすべての物理ノー
ド上に同じ名前で共存できることを示します。 import オペレーターをファイル・パターン・ノード・プー
ルで実行するように制約できます。 フレームワークは、デフォルトではファイル・セットを使用してファ
イル・パターンをインポートします。

明示的なノードの制約
デバッグおよびパフォーマンス・チューニングの目的で、環境変数 $APT_CONFIG_FILE を明示的にユー
ザー作成の構成ファイルにセットすることができます。 この場合、動的構成ファイルは生成されません。
InfoSphere DataStage は、所定の構成ファイルから各計算ノードの fastname を取得します。 そして、
InfoSphere DataStage は fastname を使用してリソース・マネージャー・ソフトウェアから計算リソースを
要求します。
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$APT_CONFIG_FILE 変数をユーザー作成の構成ファイルにセットすることは理想的ではなく、リソース割
り振りを迂回するための方法ではありません。ジョブは要求したノードが使用可能になるまで待たなければ
なりません。

ジョブ・オペレーションの考慮事項
ジョブを実行するとき、内部グリッド・コンピューティング・オペレーションを考慮する必要があります。

ジョブの実行
実行メカニズムにより、リソース要件および明示的、暗黙的なリソース制約に基づいてジョブ構成ファイル
が生成されます。 ジョブは、既存のパラレル・エンジン・インフラストラクチャーと同様にプロジェクト
のホーム・ディレクトリーから実行されます。 ジョブ実行の内部ワークフローは次のとおりです。
1. ユーザーは、(例えば、ディレクター・クライアントまたは dsjob コマンド・ライン・ユーティリティ
ーを使用して)、IBM InfoSphere DataStage にジョブ実行要求を送信します。
2. InfoSphere DataStage は、環境変数に基づくジョブをセットアップします。
3. 必要なリソースは、リソース・マネージャーから要求されます。
4. ジョブ状況は「待機」に変更されます。
5. リソース・マネージャーはリソース要求を調べ、リソースが使用可能になるまで「待機」状態のジョブ
を保持します。
6. リソース・マネージャーは、リソースが使用可能になったとき InfoSphere DataStage に通知します。
7. InfoSphere DataStage は、ジョブを「実行中」状態に移動します。
8. InfoSphere DataStage は、リソース・マネージャーが割り振ったリソースおよびジョブ・デザイン内の
固定リソースに基づいて、構成ファイルを作成します。
9. InfoSphere DataStage は、ジョブ前処理サブルーチンがジョブ・デザインの一部として指定されている
場合は、それらを実行します。
10. パラレル・ジョブは、ジョブ構成ファイルで指定されたノードを使用して実行されます。

ジョブの検証
構成ファイルの作成に使用されるのと同じメカニズムが、ジョブの検証のための一時構成ファイルを生成す
るのに使用されます。
ジョブの検証とジョブの実行の違いは、ジョブの検証ではジョブがリソース・マネージャーに送信されない
ことです。 したがって、動的計算ノードのノード解決は考慮されません。 しかし、プログラムは静的サー
バー、ファイル・タイプによる暗黙的なノード制約、およびユーザー作成の構成ファイルで定義される明示
的なノード制約に関してノード解決を考慮します。
ジョブが静的サーバー上で実行されない場合は、一時構成ファイルには計算ノードに関連する処理ノードだ
けが含まれます。静的サーバーのノード解決は、静的サーバーへのローカル・アクセスを必要とするジョブ
に関して行う必要があります。 ジョブに、データ・セット、ファイル・セット、またはファイル・パター
ンからの読み取りまたは書き出しがある場合、暗黙的な制約も考慮する必要があります ( 784 ページの『フ
ァイル・タイプの考慮事項』 参照)。
ユーザーが、デバッグまたはパフォーマンス・チューニングのために、ユーザー作成の構成ファイルを指定
した場合、その構成ファイルは一時構成ファイルとして使用されます。物理計算ノード上では実際の処理は
作成されないため、各計算ノードのホスト名は必要ありません。各処理ノードについて、ダミーの
fastname が使用されます。 例を示します。

786

パラレル・ジョブ開発者ガイド

node "COMPUTE_0"
{
fastname "dummy_hostname"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}

ジョブ・シーケンス
ジョブ・シーケンスは、実行可能ファイル、ルーチン、スクリプト、およびジョブなどの 1 つ以上のアク
ティビティーで構成されます。 シーケンス内のすべてのジョブが同じリソース要件定義を使用するよう
に、シーケンス・レベルで計算リソース要件を定義することもできます。
「シーケンス・ジョブ」→「編集」→「ジョブ・プロパティー」→「グリッド」ページで、「シーケンス内の
パラレル・ジョブについて、シーケンス・レベルのリソースを使用する」チェック・ボックスを選択して、
ページのリソース要件フィールドをアクティブにします。 定義したリソース要件は、シーケンス内で実行
されるすべてのジョブに適用されます。
状態によっては、シーケンス内のジョブは同じシーケンス・レベルのリソースを使用しません。
v ジョブ・パラメーターとして使用される $APT_CONFIG_FILE 環境変数でセットされる明示的な固定シ
ーケンスを持つジョブ。
v ユーザーが「ジョブ・プロパティー実行」ページで「ジョブ強制順次モード」プロパティーを適用した
ジョブ
リソースは、シーケンスの開始時にシーケンスに割り振られます。 その後、リソースはシーケンスの完了
まで保持されます。シーケンス・ジョブ内の個別のジョブ実行ごとには解放されません。

ジョブ・バッチとジョブ制御
複数のジョブまたは同じジョブの複数回の呼び出しをグループ化して、ジョブ・バッチまたは、他のジョブ
実行の開始時にジョブ制御として実行できます。バッチ・ファイルは、ジョブ制御があるが独自のステージ
を持たないサーバー・ジョブの特殊なケースです。 デフォルト・アクションは、ジョブ制御内のジョブを
自身のリソース設定で実行することです。
例外として、親パラレル・ジョブからのジョブ制御があります。親ジョブが、ジョブ・パラメーターで子の
$APT_CONFIG_FILE をセットした場合、子は親と同じ構成ファイルで実行されます。 ジョブ・バッチお
よび、「ジョブ・プロパティー」ページで他の形式のジョブ制御を使用して実行されるジョブは、通常独自
のリソース要件で実行されます。ジョブ間の要件を調整する必要がある場合は、ジョブ・シーケンスを使用
してシーケンス・レベルでリソース要件を定義します。

他の環境へのジョブのデプロイ
IBM InfoSphere DataStage の強力な機能の 1 つに、ある処理環境でジョブをデザインし、それをジョブ・
デザインやリソース構成を変更することなく他の環境にデプロイできることがあります。
例えば、非グリッドの対称型マルチプロセッシング (SMP) 開発環境でジョブをデザインし、その後グリッ
ド対応の実稼働環境にデプロイして実行することができます。 リソース構成に関する永続的な情報は、ジ
ョブ・デザインとともにエクスポートされます。 サーバー名は、異なる環境間では整合していない場合が
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あるため、ジョブのデプロイメントにおいては、永続的なリソース情報の一部として保管されません。代わ
りに、異なる環境間でのリソース要件を解釈および調整するために、論理ノードおよびノード・プール名が
使用されます。

異なる環境でのマスター・テンプレート要件
各エンジンのインストール済み環境に対して 1 つのマスター・テンプレートがあります。マスター・テン
プレート内の情報により、ジョブがデプロイされる処理環境が定義されます。
重要: 後でグリッド環境で実行するジョブを非グリッド環境でデザインする場合、最初に非グリッド環境で
のパラレル・ジョブのグリッド・サポートを使用可能にしなければなりません。
次のリストは、異なる環境間でジョブをデプロイするためのマスター・テンプレートの要件を定義していま
す。
v マスター・テンプレートには、コンダクター・ノードは 1 つだけです。 コンダクター・ノードの論理
ノード名、CONDUCTOR は予約されています。このノードは「conductor」ノード・プールに割り当てら
れます。 コンダクター・ノード・プールには、ノードは 1 つだけです。
v マスター・テンプレートには、計算ノードは 1 つだけです。 計算ノードの論理ノード名
(COMPUTE_default) と fast name ($HOSTNAME) は両方とも予約されています。 このノードは、空の
2 つの引用符 ("") によって定義されるデフォルト・ノード・プールに割り当てられます。 デフォル
ト・ノード・プールには、ノードは 1 つだけです。
v 固定の名前を持つサーバーが、コンダクター・ノード・プールまたはデフォルト・ノード・プールにあ
ってはなりません。 固定の名前を持つサーバーは、デフォルトでないノード・プールにある必要があ
り、複数のデフォルトでないノード・プールに含めることもできます。
v ノード・プールの制約としては、ノード・プール名は異なる環境のマスター・テンプレートで同じ名前
でなければなりません。
v ノード・マップの制約としては、各ノード・マップの論理ノード名は異なる環境のマスター・テンプレ
ートで同じ名前でなければなりません。
ジョブがデプロイされる場合、次のジョブ・リソース要件がジョブ・デザインとともに保存されます。
v 計算ノード: 計算ノードの要求される数と最小数および、各物理ノードの論理パーティション・カウント
が保存されます。ジョブ・パラメーター・ストリングを使用して、要求される数、最小数、およびパー
ティション・カウントが指定された場合、実行時に異なる値をとることができます。 このため、ジョブ
のデプロイ後にジョブ・デザインを変更することなくジョブのリソース要件を変更することができま
す。 パーティション数の少ないジョブを (開発環境で) デザインし、そのジョブをパーティション数を
増やして (テスト環境および実稼働環境に) デプロイして実行することができます。
v 固定の名前を持つサーバー: 各物理サーバーのロジカル・パーティション・カウントおよびサーバーのノ
ード・プール名が保存されます。固定の名前を持つサーバーのサーバー名、論理ノード名、およびスト
レージ・リソースは保存されません。 保存されるノード・プール名は、異なる環境にわたって静的リソ
ースを決定するために使用されます。
ユーザーは、グリッド上での通常のジョブ・デプロイメント手順に従います。例えば、ユーザーはジョブの
インポート、コンパイルを行ってから実行できます。
次の例は、この様子を示しています。
v 次のマスター・テンプレートのコード・スニペットでは、例を示すために、さまざまなバージョンのリ
モート DB2 サーバーがデータ・ソースとして使用されています。 InfoSphere Information Server が、リ
モート DB2 データ・ソースにアクセスするために、リモート・システム上で DB2 がインストールおよ
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び構成済みである必要があり、コンダクター・ノードに DB2 クライアント・ソフトウェアをインストー
ルしてすべての固定の名前をもつサーバーを master_config.apt にインクルードしなければなりませ
ん。
v 開発環境には 2 つの IBM DB2 ソフトウェア・インストール済み環境があり、1 つは DB2V8 ノード・
プールに、他方は DB2V9 ノード・プールにあります。
v テスト環境には、DB2V8 ノード・プールに 2 つの IBM DB2 ソフトウェア・インストール済み環境が
あり、DB2V9 ノード・プールには 4 つの DB2 インストールがあります。
開発環境のマスター・テンプレートを次に示します。
{
node "CONDUCTOR"
{
fastname "development_conductor_node"
pools "conductor"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "COMPUTE_default"
{
fastname "$HOSTNAME"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "DB2_v8_0"
{
fastname "development_db2_v8_0"
pools "DB2V8"
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "DB2_v9_0"
{
fastname "development_db2_v9_0"
pools "DB2V9"
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
}

テスト環境のマスター・テンプレートを次に示します。
{
node "CONDUCTOR"
{
fastname "test_conductor_node"
pools "conductor"
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
node "COMPUTE_default"
{
fastname "$HOSTNAME"
pools ""
resource disk "/u1/Datasets" {pools ""}
resource disk "/u1/Lookup" {pools "lookup"}
resource disk "/u1/SurrogateKey" {pools "keystate"}
resource scratchdisk "/u1/Scratch" {pools ""}
}
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node "DB2_v8_0"
{
fastname "test_db2_v8_0"
pools "DB2V8"
resource scratchdisk "/u1/Scratch"
}
node "DB2_v8_1"
{
fastname "test_db2_v8_1"
pools "DB2V8"
resource scratchdisk "/u1/Scratch"
}
node "DB2_v9_0"
{
fastname "test_db2_v9_0"
pools "DB2V9"
resource scratchdisk "/u1/Scratch"
}
node "DB2_v9_1"
{
fastname "test_db2_v9_1"
pools "DB2V9"
resource scratchdisk "/u1/Scratch"
}
node "DB2_v9_2"
{
fastname "test_db2_v9_2"
pools "DB2V9"
resource scratchdisk "/u1/Scratch"
}
node "DB2_v9_3"
{
fastname "test_db2_v9_3"
pools "DB2V9"
resource scratchdisk "/u1/Scratch"
}

{pools ""}

{pools ""}

{pools ""}

{pools ""}

{pools ""}

{pools ""}

}

2 つの環境で固定の名前を持つサーバーに対して同じノード・プール名が使用されているため、パーティシ
ョン数の少ないジョブを (開発環境で) デザインし、そのジョブをパーティション数を増やして (テスト環
境に) デプロイして実行することができます。この例では、DB2 パーティション数がさらに大きい実稼働
環境でも、ジョブを変更することなくジョブを実行できます。
DB2 論理ノード名は、両方のマスター構成ファイルで同じでなくてもよいことに注意してください。 しか
し、一貫した論理ノード名を使用すると、ノード・マップの制約を適用しやすくなります。
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第 15 章 リモート・デプロイメント
パラレル・ジョブがリモートでデプロイされると、ジョブのスクリプトを保存して、エンジン層ホスト・コ
ンピューターとは別のコンピューター上で実行できます。
リモート・デプロイメント・オプションを使用して、例えば、グリッド・コンピューティング環境でジョブ
を実行できます。
デプロイされるジョブがあるリモート・コンピューターは、それらのジョブを実行するためにパラレル・エ
ンジンにアクセスできなければなりません。また、そのようなコンピューターには、プラットフォーム・タ
イプに合った適切なランタイム・ライブラリーも必要です。
これらのジョブは InfoSphere DataStage エンジン層上では実行されないため、エンジン層コンポーネント
(BASIC Transformer ステージ、サーバー共有コンテナー、前/後処理サブルーチン、ジョブ制御ルーチンな
ど) は使用できません。また、このようなジョブ内で利用できるプラグイン・ステージも限られています。
ジョブの実行時には、ロギング、モニター、オペレーショナル・メタデータの収集など、InfoSphere
DataStage が提供する機能は使用できません。デプロイされたジョブの出力には、パラレル・エンジン内部
のフォーマットのログ情報が含まれますが、そのログ情報はユーザーが収集する必要があります。
パラレル・ジョブをデプロイメントのために準備するには、InfoSphere DataStage デザイナー・クライアン
トを使用してジョブを開発し、そのジョブをコンパイルします。そのようなジョブは、InfoSphere
Information Server エンジンの制御下で (デザイナー・クライアントかディレクター・クライアント、また
は dsjob コマンドを使用して) 実行することもできます。これらの方式のいずれかを使用してジョブを実
行するとき、デプロイメント・スクリプトではなく、プロジェクト・ディレクトリーの実行可能ファイルが
使用されます。
デプロイされたジョブをリモート・コンピューターで実行する前に、リモート・コンピューターの構成ファ
イルの定義、デプロイメント・パッケージのリモート・コンピューターへの転送、およびリモート・コンピ
ューターの他の構成ステップを完了する必要があります。
サンプルのデプロイメント・システムの概念図を次に示します。この例では、デプロイ可能なジョブを 3
つのコンダクター・ノード・コンピューターに転送します。エンジン層ホスト・コンピューターとコンダク
ター・ノード・コンピューターは、同じオペレーティング・システムを稼働しています。どのコンダクタ
ー・ノードにも、ジョブの実行に利用可能なリソースを記述した構成ファイルがあります。ジョブはそのコ
ンダクターノード・コンピューターの制御下で実行されます。
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ジョブ・デプロイメントのためのプロジェクトの有効化
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントで、プロジェクト内のジョブがデプロイ可能に
なるように、プロジェクトをセットアップできます。

このタスクについて
リモート・デプロイメントを可能にするには、リモート・デプロイメントに使用されるファイルを含むディ
レクトリーを指定する必要があります。このディレクトリーは、エンジン層ホスト・コンピューターからア
クセス可能でなければなりませんが、そのコンピューター上にあるローカル・ディレクトリーでなくてもか
まいません。
基本ディレクトリーを指定する必要があります。この基本ディレクトリーにはプロジェクトのディレクトリ
ーと、ジョブのために分かれた base_directory_name/project_name/job_directory というディレクトリー
が含まれます。デフォルトで、ジョブのディレクトリーは RT_SCjobnum という名前です。ここで、jobnum
はそのジョブの内部ジョブ番号です。ただし、ジョブのディレクトリーの命名方法に、別のテンプレートを
指定することもできます。

手順
1. InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを起動します。
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2. 「プロジェクト」ページで、リモート・デプロイメントを可能にする対象のプロジェクトを選択し、
「プロパティー」をクリックします。
3. 「プロジェクト・プロパティー」ウィンドウで、「リモート」タブをクリックします。
4. 「ベース・ディレクトリー名」フィールドで、リモート・デプロイメントを行うためのファイルを含む
ベース・ディレクトリーの完全修飾パスを入力します。
5. 各ジョブのディレクトリーの命名方法のための別のテンプレートを指定するには、「デプロイされるジ
ョブ・ディレクトリー・テンプレート」フィールドにテンプレートを入力します。 テンプレートを指定
したら、次の置換ストリングを使用できます。
%j

ジョブ名

%d

内部番号

例えば、ジョブ・ディレクトリーがジョブ名のみを使用するよう指定するには、%j と入力します。ジョ
ブ・ディレクトリーが、「job」という単語が先頭に付いたジョブ番号を使用するよう指定するには、
job%d と入力します。
6. リモート・デプロイメントを行う対象のジョブがコンパイルされるときにさらにアクションを実行する
よう指定するには、「カスタム・デプロイメント・コマンド」フィールドにアクションを入力します。
UNIX プログラムおよびユーザーのシェル・スクリプト呼び出しを指定することができます。指定した
アクションは、ジョブのデプロイメント・ディレクトリーに適用されます。このフィールドでアクショ
ンを指定すると、ジョブ・ディレクトリー・テンプレートのストリングと同じ置換ストリングを使用で
きます。

リモート・デプロイメントを行うためのホスト・コンピューターとリモー
ト・コンピューターの準備
リモート・コンピューターでジョブをデプロイして実行する前に、ホスト・コンピューターとリモート・コ
ンピューターが同じように設定されていることを確認してください。また、システム構成の手順をいくつか
実行する必要があり、その内容はオペレーティング・システムに基づいて異なります。

始める前に
リモートでデプロイされるジョブを実行するコンピューターが、次のように設定されていることを確認しま
す。
v エンジン層がインストールされているコンピューターと同じバージョンの IBM InfoSphere Information
Server が、コンピューターにある必要があります。
v エンジン層がインストールされているコンピューターと同じオペレーティング・システム、および同じ
ディレクトリー構造を、コンピューターが持っている必要があります。リモート・コンピューターでジ
ョブを実行するには、ASBNode ディレクトリーと Server ディレクトリーがホスト・コンピューターと
同じディレクトリー構造を持っている必要があります。

手順
1. Linux および UNIX オペレーティング・システムでは、ホスト・コンピューターのコア・ファイルのサ
イズを、ulimit コマンドを使用して無制限に変更します。
ヒント: リモートでデプロイするジョブのファイルをパッケージ化した後で、コア・ファイルのサイズ
を低い値に変更し、プロセスがシステム・リソースを消費しすぎないようにすることをお勧めします。
2. Windows オペレーティング・システムでは、DSEHome レジストリー・キーをリモート・コンピュータ
ーに追加します。
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a. Windows の「スタート」メニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
b. regedit と入力します。
c. HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ascential Software¥DataStage¥DSEngine¥CurrentVersion フォルダ
ーに、DSEHome という名前のキーを追加します。
d. DSEHome キー値に、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine と入力します。
3. Windows オペレーティング・システムでは、リモート・コンピューターの環境変数に、次の表にリスト
された値が含まれていることを確認します。
表 158. 環境変数の値
名前

含まれる値

DS_RESOURCE_LOCATION

C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSComponents¥res¥CC

PATH

v C:¥Windows¥System32
v path_to_ASBNODE
例えば、C:¥IBM¥InformationServer¥jdk¥jre¥bin で
す。

ジョブのデプロイ
リモート・デプロイメントを行うためにプロジェクトを使用可能にすると、そのプロジェクトでデザインさ
れたパラレル・ジョブをデプロイできます。ジョブをデザインした後で、ジョブをパッケージ化して、リモ
ート・コンピューターに転送します。

始める前に
v リモート・デプロイメントを行う対象のジョブを含むプロジェクトを使用可能にします。
v リモート・デプロイメントを行うためにホスト・コンピューターとリモート・コンピューターを準備し
ます。

このタスクについて
リモートでデプロイしようと計画しているジョブは、BASIC Transformer ステージ、共有コンテナー、また
はプラグイン・ステージを使用できません。

手順
1. リモートでデプロイされるジョブに使用するパラレル構成ファイルの場所を指定します。
APT_CONFIG_FILE 環境変数を使用して、次のいずれかの方法で構成ファイルの場所を指定します。
v リモート・コンピューターのすべてのジョブで同じ構成ファイルを使用するには、ホスト・コンピュ
ーターの InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントで APT_CONFIG_FILE 環境変
数を定義します。指定する値は、すべてのリモート・デプロイメント・ジョブ・パッケージに含まれ
ています。
v 個別のジョブに対して同じ構成ファイルを使用するには、ホスト・コンピューターの、対象とするジ
ョブで APT_CONFIG_FILE 環境変数の値をジョブ・パラメーターとして指定します。指定する値
は、その特定のジョブのリモート・デプロイメント・パッケージに含まれています。
v 実行時に値を指定するには、ホスト・コンピューターの InfoSphere DataStage アドミニストレータ
ー・クライアントで APT_CONFIG_FILE の値を $ENV に設定します。次に、リモート・コンピュー
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ターで、APT_CONFIG_FILE を環境変数として定義します。リモート・コンピューターでジョブを実
行するとき、実行時に指定した値をそのジョブが使用します。
2. InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントで、パラレル・ジョブをデザインします。
3. パラレル・ジョブをコンパイルします。
4. ジョブのデプロイメント・パッケージを含むディレクトリーを圧縮します。 パッケージは、リモート・
デプロイメントを行うためにプロジェクトを使用可能にしたときに指定したディレクトリーにありま
す。
5. パッケージをリモート・コンピューターの同等のディレクトリーにコピーして、そのパッケージを解凍
します。

デプロイされたジョブの実行の準備
リモートでデプロイされたジョブを実行する前に、リモート・コンピューター上のジョブ・ファイルと構成
ファイルのいくつかを更新する必要があります。実行する手順は、オペレーティング・システムに応じて異
なります。

手順
1. ジョブ状況を報告する変数を使用する場合は、変数を使用してジョブ・パラメーター・ファイルを更新
します。
a. ジョブ・パッケージを含むディレクトリーから、jpdepfile ファイルを開きます。
b. ファイルの最後に、ジョブ状況に関する情報を報告する変数を追加します。 ジョブに応じて、以下
の 1 つ以上の行を追加できます。
v DSJobWaveNo=''
v DSJobController=''
v DSJobStartTime=''
v DSJobStartDate=''
v DSJobStartTimestamp=''
2. デフォルトの構成ファイル default.apt に、リモート・コンピューターの適切なノード名が記載されて
いることを確認します。 default.apt ファイルの場所は、オペレーティング・システムによって異なり
ます。
表 159. default.apt ファイルの場所
オペレーティング・システム

ファイル・パス

Linux および UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/Configurations/
default.apt

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Configurations
¥default.apt

3. Linux および UNIX オペレーティング・システムでは、リモート・コンピューターに対して適切な値に
なるように、環境変数の設定のソース・スクリプトを更新します。
a. ジョブ・パッケージを含むディレクトリーから、evdepfile ファイルを開きます。
b. リモート・コンピューターに対して適切な値になるように、LD_LIBRARY_PATH/SHLIB 環境変数お
よび DSHOME 環境変数の値を更新します。
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次のタスク
ジョブを実行するには、pxrun.sh ファイルを実行します。

デプロイメント・パッケージ
InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントで、リモート・デプロイメントを有効にしてジョブをコン
パイルすると、デフォルトでファイルのセットが生成されます。
ビルドまたはラップされたステージなどのカスタム・コンポーネントがジョブの外部でデザインされる場合
は、ジョブがリモート・コンピューターで実行されるときにこれらのコンポーネントを利用できるようにし
てください。カスタム・コンポーネントはパッケージ化されず、自動的にデプロイされます。
次の表に、デプロイメント・パッケージのファイルを示します。
表 160. デプロイメント・パッケージのファイル
ファイル

ファイル名

目的

ファイルの使用方法

コマンド・シェル・ス pxrun.sh
クリプト

環境変数スクリプトを このスクリプトを実行
提供し、メインの OSH すると、ジョブが実行
プログラム・スクリプ されます。
トとスクリプト・パラ
メーター・ファイルを
パラメーターとして指
定して、パラレル・エ
ンジンを呼び出しま
す。

ソース・スクリプトを evdepfile
設定する環境変数

デプロイされるジョブ
について、ジョブの実
行時の環境変数が含ま
れています。このファ
イルは、ジョブのコン
パイル時にホスト・コ
ンピューターに設定さ
れた環境変数に基づい
ています。

メインのパラレル
(OSH) プログラム・
スクリプト

コマンド・シェル・ス このスクリプトは直接
クリプトによって実行 実行しないでくださ
されるジョブ・スクリ い。
プトが含まれていま
す。

OshScript.osh

スクリプト・パラメー jpdepfile
ター・ファイル
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ジョブの実行時に、デ
プロイされるジョブに
対するジョブ・パラメ
ーターが含まれていま
す。最初は、ファイル
のパラメーターは、ジ
ョブのコンパイル時の
デフォルト・ジョブ・
パラメーターに基づい
ています。

コマンド・シェル・ス
クリプトを実行する前
に、このファイルを編
集できます。ファイル
を削除した場合は、コ
マンド・シェル・スク
リプトを実行する前
に、リモート・コンピ
ューターの環境を設定
する必要があります。

リモート・コンピュー
ターでジョブを実行す
る前に、変数を使用す
るようこのファイルを
編集できます。

表 160. デプロイメント・パッケージのファイル (続き)
ファイル

ファイル名

目的

ファイルの使用方法

XML レポート・ファ
イル

job_name.xml

ジョブ・デザインの
XML レポートを指定
します。ファイルは必
要であると指定した場
合にのみ生成されま
す。 API 関数、
BASIC 関数、または
コマンドを使用してレ
ポートを生成できま
す。詳しくは、
「InfoSphere DataStage
プログラマー・ガイ
ド」を参照してくださ
い。

XML ジョブ・レポー
トについて詳しくは、
「InfoSphere DataStage
and QualityStage デザ
イナー・クライアン
ト・ガイド」を参照し
てください。

コンパイル済みトラン job_name_stage_name.trx.so
スフォーマー・バイナ
リー・ファイル

ジョブ内の各
Transformer ステージ
で使用されます。

これらのファイルは直
接使用しません。

トランスフォーマー・ pxcompile.sh
コンパイル・スクリプ
トのためのマスター・
シェル・スクリプト

ジョブに Transformer
ステージが含まれいる
場合、すべてのトラン
スフォーマー・コンパ
イル・スクリプトを呼
び出します。

ジョブに Transformer
ステージが含まれてい
る場合、このスクリプ
トを実行し、リモー
ト・コンピューターの
Transformer ステージ
をリコンパイルしま
す。

Transformer ステージ これらのファイルは直
トランスフォーマー・ v internal_ID_job_name_stage_name.trx
をコンパイルするため 接使用しません。
コンパイル・ファイル
v internal_ID_job_name_stage_name.trx.sh
に使用されます。ジョ
:
v
ブ内の Transformer ス
v トランスフォーマ
internal_ID_job_name_stage_name.trx.osh テージごとに、これら
ー・ソース・ファイ
の各ファイルが 1 つ
ル
ずつ含まれています。
v トランスフォーマ
ー・オペレーターを
コンパイルするため
のシェル・スクリプ
ト
v トランスフォーマ
ー・コンパイル・オ
ペレーター OSH ス
クリプト
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サーバー・サイドのプラグイン
InfoSphere DataStage XML および Java プラグインは、リモート・ノード上で作動します。プラグインを
実行するには、InfoSphere DataStageのインストール済み環境からノードにディレクトリーをコピーできま
す。
ノードに次のディレクトリーが必要です。
v DSEngine/java
v DSEngine/lib
v DSCAPIOp
注: Java プラグインは Red Hat Enterprise Linux AS 2.1/Red Hat 7.3 上では作動しません。
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付録 A. スキーマ
スキーマは、パラレル・ジョブで使用するデータに列定義を指定するための代替手段です。
デフォルトでは、ほとんどのパラレル・ジョブ・ステージは、必要なメタデータを、表定義が含まれている
「列」タブから取得します。必要な場合は、「フォーマット」タブのフォーマット情報で補足します。ステ
ージによってはタブで指定する代わりに、指定したスキーマ・ファイルからメタデータを取得するようにプ
ロパティーで設定できるものもあります。また、部分スキーマを指定できるステージもあります。部分スキ
ーマを使用することで、特定のステージで処理される列だけを記述し、他の列を無視できます。
スキーマ・ファイルはプレーン・テキスト・ファイルです。この付録では、スキーマ・ファイルのフォーマ
ットについて説明します。部分スキーマのフォーマットも同じです。
注: NLS システムでスキーマ・ファイルを使用している場合、スキーマ・ファイルは UTF-8 フォーマッ
トでなければなりません。しかし、InfoSphere DataStage ジョブでは、テキスト・ファイルを 2 つの異な
るマップ間で簡単に変換できます。そのような処理を実行するジョブでは Sequential File ステージを使用
して、「NLS マップ」ページで適切な文字セットを指定し、テキスト・ファイルからデータを読み取りま
す。その後、Sequential File ステージを使用し、「NLS マップ」ページで UTF-8 マップを指定して、別の
ファイルにデータを書き込みます。

スキーマ・フォーマット
スキーマにはレコード (または行) 定義が含まれます。この定義にはレコード内で検出される各列 (または
フィールド) について、列名とデータ・タイプが記述されています。
レコード・スキーマの例を次に示します。
record (
name:string[255];
address:nullable string[255];
value1:int32;
value2:int32
date:date)

(改行が入っているのは読みやすくするためで、部分スキーマを定義する場合は省略します。例えば、
record(name:string[255];value1:int32;date:date) は有効なスキーマです。)
列を記述する各行のフォーマットは次のようになります。
column_name:[nullability]datatype;

v 「column_name」。これは、列を識別する名前です。名前は英数字とアンダースコアー (_) だけを使用で
きます。最初の文字はアルファベットまたはアンダースコアーである必要があります。列名では大/小文
字が区別されません。名前の長さは任意です。
v 「nullability」。オプションで、列に NULL 値を許可するか、それとも NULL 値を無効とみなすかを指
定できます。列で NULL 値を許可する場合は、「nullable」を挿入します。デフォルトでは、列は、
NULL 可能ではありません。
レコード・レベルで「nullable」を組み込むことで、すべての列を NULL 可能に指定できます。この設定
は、個別の列で「not nullable」を指定することで無効にできます。例を示します。
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record nullable (
name:not nullable string[255];
value1:int32;
date:date)

v 「datatype」。列のデータ・タイプです。ステージ・エディターの「列」タブで使用するような SQL デ
ータ・タイプではなく、内部データ・タイプ (データ・タイプ参照)を使用します。
スキーマ定義ファイルにはコメントを挿入できます。コメントはダブルスラッシュ (//) で開始し、改行で
終了します。
例に示すスキーマは、ステージ・エディターの「列」タブで指定される次の表定義に対応します。

以降のセクションでは、スキーマ・ファイルで扱うさまざまなデータ・タイプについて、個別に検討しま
す。

Date 列
次に、さまざまなデータ定義の例を示します。
record
record
record
record

(dateField1:date; ) // single date
(dateField2[10]:date; ) // 10-element date vector
(dateField3[]:date; ) // variable-length date vector
(dateField4:nullable date;) // nullable date

(ベクトルの詳細については、コンプレックス・データ・タイプを参照してください。)
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Decimal 列
decimal データ・タイプでレコード・フィールドを定義するには、列の精度とスケールを次の形式で指定す
る必要があります (スケールはオプションです)。
column_name:decimal[ precision, scale];

ここで、precision は 1 以上、scale は 0 以上かつ precision より小さい値です。
スケールを指定しない場合、デフォルトで 0 になります。これは整数値を示します。
次に、さまざまな decimal 列の定義例を示します。
record (dField1:decimal[12]; ) // 12-digit integer
record (dField2[10]:decimal[15,3]; )// 10-element
//decimal vector
record (dField3:nullable decimal[15,3];) // nullable decimal

Floating-point 列
Floating-point フィールドを定義するには、次の例に示すように sfloat (単精度) または dfloat (倍精度) デ
ータ・タイプを使用します。
record
record
record
record

(aSingle:sfloat; aDouble:dfloat; ) // float definitions
(aSingle: nullable sfloat;) // nullable sfloat
(doubles[5]:dfloat;) // fixed-length vector of dfloats
(singles[]:sfloat;) // variable-length vector of sfloats

Integer 列
この例では、整数列の定義方法を示します。
整数列を定義するには、次の例に示すように、8、16、32、または 64 ビットの integer データ・タイプ
(符号付き/符号なし) を使用します。
record (n:int32;) // 32-bit signed integer
record (n:nullable int64;) // nullable, 64-bit signed integer
record (n[10]:int16;)
// fixed-length vector of 16-bit
//signed integer
record (n[]:uint8;) // variable-length vector of 8-bit unsigned
//int

Raw 列
Raw 列は、固定長でも可変長でも構わず、ストリング・フィールドと似ています。
固定長または可変長の、タイプなしバイトの集合で構成されるレコード・フィールドを定義できます。この
ようなフィールドのデータ・タイプには raw を指定します。次の例に示すように、raw フィールドの定義
はストリング・フィールドの定義と似ています。
record
record
record
record

(var1:raw[];) // variable-length raw field
(var2:raw;) // variable-length raw field; same as raw[]
(var3:raw[40];) // fixed-length raw field
(var4[5]:raw[40];)// fixed-length vector of raw fields

次の例に示すように、オプションのプロパティー max を使用することで raw フィールドで許容される最
大バイト数を指定できます。
record (var7:raw[max=80];)

固定長 raw フィールドの長さは 1 以上を指定する必要があります。
付録 A. スキーマ
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String 列
固定長または可変長の String フィールドを定義できます。
可変長ストリングの場合、ストリングの長さはストリングの一部に隠し整数として格納されます。ストリン
グの長さが格納される部分は、ストリングの長さには含まれません。
次に、String フィールドの定義の例を示します。
record
record
record
record
record
record

(var1:string[];) // variable-length string
(var2:string;) // variable-length string; same as string[]
(var3:string[80];) // fixed-length string of 80 bytes
(var4:nullable string[80];) // nullable string
(var5[10]:string;) // fixed-length vector of strings
(var6[]:string[80];) // variable-length vector of strings

次の例に示すように、オプションのプロパティー max を使用してストリングの最大長を指定できます。
record (var7:string[max=80];)

固定長ストリングの長さは 1 以上を指定する必要があります。

Time 列
デフォルトでは、時刻の値の最小単位は秒ですが、[microseconds] オプションを適用するとマイクロ秒を最
小単位として使用できるようになります。
時刻の値の計測単位は秒ですが、[microseconds] オプションを使用してマイクロ秒を指定することができま
す。次に、Time フィールドの定義の例を示します。
record
record
record
record

(tField1:time; ) // single time field in seconds
(tField2:time[microseconds];)// time field in //microseconds
(tField3[]:time; ) // variable-length time vector
(tField4:nullable time;) // nullable time

Timestamp 列
Timestamp 列には、時刻と日付の両方の情報を使用することができます。
Timestamp フィールドには時刻と日付の両方の情報を含めることができます。時刻に関しては、最小単位を
秒 (デフォルト) またはマイクロ秒に設定できます。例を示します。
record
record
record
record

(tsField1:timestamp;)// single timestamp field in //seconds
(tsField2:timestamp[microseconds];)// timestamp in //microseconds
(tsField3[15]:timestamp; )// fixed-length timestamp //vector
(tsField4:nullable timestamp;)// nullable timestamp

ベクトル
ベクトル・フィールドは列名のあとに [] を付加することで定義されます。定義されているベクトルの一例
としては、固定長ベクトルと可変長ベクトルがあります。
これまでに説明した例の多くでは、特定のデータ・タイプのベクトルを定義する方法を示しました。可変長
ベクトルの場合は大括弧の中を空のままにし、固定長ベクトルの場合はベクトル・エレメントの数を大括弧
の中に挿入します。例えば int32 の可変長ベクトルを定義するには、次のようなフィールド定義を使用し
ます。
intVec[]:int32;
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データ・タイプが sfloat の 10 エレメントの固定長ベクトルを定義するには、次のような定義を使用しま
す。
sfloatVec[10]:sfloat;

string や raw など、任意のデータ・タイプのベクトルを定義できます。ベクトルのベクトルや、タグ付き
タイプのベクトルは定義できません。しかし、サブレコード・タイプのベクトルは定義できるため、サブレ
コードでタグ付き列やベクトルを含むように定義することはできます。
次のレコード定義に示すように、ベクトル・エレメントは NULL 可能にすることができます。
record (vInt[]:nullable int32;
vDate[6]:nullable date; )

この例では、可変長ベクトル vInt の各エレメントは、固定長ベクトル vDate の各エレメントと共に
NULL 可能になります。NULL 可能エレメントのベクトルにデータが含まれていないかどうかをテストす
るには、各エレメントに NULL があるかを調べる必要があります。

サブレコード
レコード・スキーマで subrec タイプを指定することにより、ネストされたフィールド定義、すなわちサブ
レコード を定義できます。サブレコード自体ではストレージは定義されないで、サブレコードのフィール
ドによって定義されます。
サブレコード内のフィールドはタグ付きを含む任意のデータ・タイプに設定できます。
次の例では、サブレコードを含むレコードが定義されます。
record ( intField:int16;
aSubrec:subrec (
aField:int16;
bField:sfloat; );
)

この例では、レコードには 16 ビットの整数フィールド intField、およびサブレコード・フィールド
aSubrec が含まれます。サブレコード・フィールドには、16 ビット整数と単精度浮動小数の 2 つのフィー
ルドが含まれます。
値データ・タイプ (string と raw を含む) のサブレコード列は NULL 可能に設定でき、subrec タイプやベ
クトル・タイプのサブレコード列には NULL 可能エレメントを収めることができます。サブレコード自体
は NULL 可能に設定できません。
サブレコードのベクトル (固定長または可変長) を定義できます。次に、サブレコードの固定長ベクトルの
定義の例を示します。
record (aSubrec[10]:subrec (
aField:int16;
bField:sfloat; );
)

また、サブレコードやサブレコードのベクトルを任意の深さのネスト構造にできます。次に示す例では、サ
ブレコードの固定長ベクトル aSubrec が定義されます。ここにはサブレコードの可変長ベクトル cSubrec
がネストされて含まれます。
record (aSubrec[10]:subrec (
aField:int16;
bField:sfloat;
cSubrec[]:subrec (
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cAField:uint8;
cBField:dfloat; );
);
)

サブレコードには、次のサンプル定義に示すようにタグ付きのアグリゲート・フィールドを含められます。
record (aSubrec:subrec (
aField:string;
bField:int32;
cField:tagged (
dField:int16;
eField:sfloat;
);
);
)

この例では、aSubrec にはストリング・フィールドと int32 フィールド、およびタグ付きアグリゲート・フ
ィールドが含まれます。タグ付きアグリゲート・フィールド cField では、int16 または sfloat のどちらか
のデータ・タイプを使用できます。

Tagged 列
スキーマを使用して、データ・タイプ tagged のタグ付き列 (C の共用体に似ています) を定義できます。
tagged タイプのレコードを定義することで、データ・セットの各レコードのタグ付き列にさまざまなデー
タ・タイプを設定できるようになります。
スキーマを使用して、データ・タイプ tagged のタグ付き列を定義します。アプリケーションがタグ付き列
のフィールドに書き込みを行うと、InfoSphere DataStage はそのタグを更新します。そのタグにより列は、
参照されるタイプを持つ列として識別されます。
タグ付き列のデータ・タイプは、tagged タイプまたは subrec タイプを除く任意のデータ・タイプに設定で
きます。例えば、次のレコードではタグ付きのサブレコード・フィールドが定義されます。
record ( tagField:tagged (
aField:string;
bField:int32;
cField:sfloat;
)
;
)

この例では、tagField のデータ・タイプは可変長の string、int32、sfloat のいずれかになります。

部分スキーマ
一部のパラレル・ジョブ・ステージでは、部分スキーマを使用できます。この場合、実際に処理する列に対
してだけ列定義を定義すれば済みます。
これが許可されるステージは、「フォーマット」タブのあるファイル・ステージです。以下のものがありま
す。
v Sequential File ステージ
v File Set ステージ
v External Source ステージ
v External Target ステージ
v Column Import ステージ
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部分スキーマは、各ステージの「フォーマット」タブの「インタクト」プロパティー、および、そのステー
ジの対応する「プロパティー」タブの「スキーマ・ファイル」プロパティーで指定します。この機能を使用
するには、ランタイム列伝搬を有効にし、処理をパススルーされる列についての十分な情報を指定して、
InfoSphere DataStage が必要に応じて列をスキップできるようにする必要があります。
部分スキーマを定義するファイルでは、レコードと個別の列について記述する必要があります。レコードの
記述は次のように行います。
v 「インタクト」。このプロパティーで、定義されるスキーマを部分スキーマとして指定します。オプシ
ョンで、インタクト・スキーマの名前も同時に指定できます。この名前は、後で「フォーマット」タブ
の「インタクト」プロパティーから参照できます。
v 「record_length」。レコード区切り文字を含むレコードの長さ。
v 「record_delim_string」。レコード区切り文字を指定するストリング。ASCII ストリングを単一引用符で
囲んで指定します。 (区切り文字が 1 文字の場合は、record_delim を使用し、1 つの ASCII 文字を単一
引用符で囲んで指定します)。
列の記述は次のように行います。
v 「position」。レコード内での開始文字の位置。
v 「delim」。列の後に入れる区切り文字。以下のいずれかで指定できます。
– 「ws」。これを指定するとフィールドの後に続くすべての標準空白文字 (スペース、タブ、改行) が
スキップされます。
– 「end」。レコードの終わりまでの残りバイト数全部をレコードの最後のフィールドとすることを指定
します。
– 「none」。フィールドが区切り文字を持たないことを指定します。
– 「null」。区切り文字に ASCII NULL 文字を使用すること指定します。
– 「ASCII_char」。単一の ASCII 区切り文字を使用することを指定します。ASCII_char は単一引用符
で囲みます (複数の ASCII 文字を指定するには、delim_string に続けてストリングを単一引用符で囲
んで指定します)。
v 「text」。フィールドのデータ表記タイプをバイナリーではなくテキストに指定します。データは、デフ
ォルトでテキスト形式になります。(データがバイナリーの場合は、「binary」を指定してください。)
処理せずにパススルーされる列の記述は、InfoSphere DataStage がその列をスキップし、処理する列を位置
指定できるようにするだけで構いません。
例えば、6 個の固定幅列で構成される行を定義する順次ファイルがあり、最後の 2 列が必要であるとしま
す。最初の 4 列に合計 80 文字が含まれていることが分かっています。部分スキーマ定義は、次のように
なります。
record { intact=details, record_delim_string = ’¥r¥n’ }
(
colstoignore: string [80]
name: string [20] { delim=none };
income: uint32 {delim = ",", text };

ステージでは、名前および入力列以外は行の内容を変更できません (行の先頭または末尾に新しい列を追加
することはできます)。
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付録 B. パラレル変換処理関数
パラレル変換処理関数は、式エディターの「関数」メニュー項目からアクセスされます。これらの関数は、
Transformer ステージで出力仕様を定義するときに使用します。 カテゴリーごとに関数を説明します。
この設定には、ストリング引数を受け取る関数やストリング値を返す関数が含まれています。各国語サポー
トを有効にしている場合は、引数のストリングや返されるストリングのタイプは string、ustring のどれで
もかまいません。同じ関数を両方のストリング・タイプに使用できます。唯一の例外は、StringToUstring ()
関数と UstringToString () 関数です。

日付と時間の関数
日付と時間関数を使用して、Transformer ステージ内の日付と時間に対してさまざまなオペレーションを行
うことができます。
引数で日付、時刻、タイム・スタンプを指定する関数は、固有の形式のストリングを使用します。
v 日付の場合、形式は %yyyy-%mm-%dd です。
v 時刻の場合、形式は %hh:%nn:%ss です。マイクロ秒を含めるよう拡張されている場合は、形式は
%hh:%nn:%ss.x になります。ここで、x は秒に設定される小数点以下の桁数を指定します。
v タイム・スタンプの場合、形式は %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss です。マイクロ秒を含めるよう拡張さ
れている場合は、形式は %yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss.x になります。ここで、x は秒に設定される小
数点以下の桁数を指定します。
引数に曜日が含まれる関数には、曜日を示すストリングを指定します。曜日は 3 文字の省略形またはフル
ネームで指定されます。例えば、ストリング「thu」および「thursday」は両方とも有効です。
次の関数は、式エディターの「日付と時間」カテゴリーにあります。大括弧は、引数がオプションであるこ
とを示します。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フィールドに表示される関数を示してい
ます。
CurrentDate
ジョブが実行される日付を、日付形式で返します。
v 入力: v 出力: 日付
v 例: この関数を使用して、Transformer ステージのデータ出力に日付を含む新規の列を追加しま
す。
CurrentDate()

CurrentTime
ジョブが実行される時刻を、時刻形式で返します。
v 入力: v 出力: 時間
v 例: この関数を使用して、Transformer ステージのデータ出力に時刻を含む新規の列を追加しま
す。
CurrentTime()
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CurrentTimeMS
ジョブが実行される時刻を、時刻形式で返します。時刻にはマイクロ秒が含まれます。
v 入力: v 出力: 時間
v 例: この関数を使用して、Transformer ステージのデータ出力に時刻を含む新規の列を追加しま
す。完全な時刻を含むように、列メタデータの「拡張」フィールドを「マイクロ秒」にセットし
なければなりません。
CurrentTimeMS()

CurrentTimestamp
ジョブが実行される日付と時間を、タイム・スタンプ形式のタイム・スタンプで返します。
v 入力: v 出力: タイム・スタンプ
v 例: この関数を使用して、Transformer ステージのデータ出力にタイム・スタンプを含む新規の列
を追加します。
CurrentTimestamp()

CurrentTimestampMS
ジョブが実行される日付と時間を、タイム・スタンプ形式のタイム・スタンプで返します。時刻の
部分にはマイクロ秒が含まれます。
v 入力: v 出力: タイム・スタンプ
v 例: この関数を使用して、Transformer ステージのデータ出力にタイム・スタンプを含む新規の列
を追加します。完全なタイム・スタンプを含むように、列メタデータの「拡張」フィールドを
「マイクロ秒」にセットしなければなりません。
CurrentTimestampMS()

DateFromDaysSince
基準日に整数値を加えた日付ストリングを返します。基準日よりも前の日付を返すために、負の整
数値も使用可能です。この関数は、IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 では推奨
されません。DateFromDaysSince2 関数を使用してください。
v 入力: 数値 (int32)、[基準日の日付ストリング (date)]
v 出力: 日付
v 例: mylink.myintcol が整数値 18250 で mylink.mydatecol が日付 1958–08–18 の場合、次の 3 つ
の関数は同等で日付 2008–08–05 を返します。
DateFromDaysSince(18250,"1958-08-18")
DateFromDaysSince(mylink.myintcol,"1958-08-18")
DateFromDaysSince(mylink.myintcol,mylink.mydatecol)

mylink.mynegintcol が整数値 -1 で mylink.mydatecol が日付 1958–08–18 の場合、次の 3 つの関
数は同等で日付 1958–08–17 を返します。
DateFromDaysSince(-1,"1958-08-18")
DateFromDaysSince(mylink.mynegintcol,"1958-08-18")
DateFromDaysSince(mylink.mynegintcol,mylink.mydatecol)

DateFromDaysSince2
基準日に整数値を加えた日付オブジェクトを返します。基準日よりも前の日付を返すために、負の
整数値も使用可能です。
v 入力: 数値 (int32)、[基準日の日付オブジェクト (date)]
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v 出力: 日付
v 例: mylink.myintcol が整数値 18250 で mylink.mydatecol が日付 1958–08–18 の場合、次の 3 つ
の関数は同等で日付 2008–08–05 を返します。
DateFromDaysSince2(18250,"1958-08-18")
DateFromDaysSince2(mylink.myintcol,"1958-08-18")
DateFromDaysSince2(mylink.myintcol,mylink.mydatecol)

mylink.mynegintcol が整数値 -1 で mylink.mydatecol が日付 1958–08–18 の場合、次の 3 つの関
数は同等で日付 1958–08–17 を返します。
DateFromDaysSince2(-1,"1958-08-18")
DateFromDaysSince2(mylink.mynegintcol,"1958-08-18")
DateFromDaysSince2(mylink.mynegintcol,mylink.mydatecol)

DateFromComponents
3 個の分離した値として与えられた年、月、および日から、日付を返します。
v 入力: 年 (int32)、月 (int32)、日 (int32)
v 出力: 日付
v 例: mylink.yearcol の値が 2010、mylink.monthcol の値が 12、および mylink.dayofmonthcol の値
が 2 の場合、次の 2 つの関数は同等で日付 2010–12–02 を返します。
DateFromComponents(2010, 12, 2)
DateFromComponents(mylink.yearcol, mylink.monthcol, mylink.dayofmonthcol)

DateFromJulianDay
与えられたユリウス日から日付を返します。
v 入力: ユリウス日 (uint32)
v 出力: 日付
v 例: mylink.myjulcol の値が 2454614 の場合、次の 2 つの関数は同等で日付 2008–05–27 を返し
ます。
DateFromJulianDay(2454614)
DateFromJulianDay(mylink.myjulcol)

DateOffsetByComponents
3 個の分離した値として与えられた年のオフセット、月のオフセット、および日のオフセットか
ら、日付を返します。オフセット値は、それぞれ正、ゼロ、負の値をとることができます。
v Input: 基準日 (date)、年のオフセット (int32)、月のオフセット (int32)、日のオフセット (int32)
v 出力: 日付
v 例: mylink.basedate が 2011-08-18、mylink.yearos の値が 2、mylink.monthos の値が 0、および
mylink.dayofmonthosol の値が 0 の場合、次の 2 つの関数は同等で日付 2013–08–18 を返しま
す。
DateOffsetByComponents("2011-08-18", 2, 0, 0)
DateOffsetByComponents(mylink.basedate, mylink.yearos, mylink.monthos,
mylink.dayofmonthos)

v mylink.basedate が 2011-08-18、mylink.yearos の値が -2、mylink.monthos の値が 0、および
mylink.dayofmonthosol の値が 0 の場合、次の 2 つの関数は同等で日付 2009–08–18 を返しま
す。
DateOffsetByComponents("2011-08-18", -2, 0, 0)
DateOffsetByComponents(mylink.basedate, mylink.yearos, mylink.monthos,
mylink.dayofmonthos)
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DaysSinceFromDate
ソース日付ストリングから指定日までの日数を返します。この関数は、IBM InfoSphere Information
Server バージョン 11.3 では推奨されません。DaysSinceFromDate2 関数を使用してください。
v 入力: 指定日、ソース日付ストリング
v 出力: 日数 (int32)
v 例: mylink.mysourcedate の日付が 1958–08–18 で mylink.mygivendate の日付が 2008–08–18 の場
合、次の 2 つの関数は同等で整数値 18263 を返します。
DaysSinceFromDate(mylink.mygivendate, mylink.mysourcedate)
DaysSinceFromDate("2008-08-18","1958-08-18")

DaysSinceFromDate2
ソース日付オブジェクトから指定日までの日数を返します。
v 入力: 指定日、ソース日付オブジェクト
v 出力: 日数 (int32)
v 例: mylink.mysourcedate の日付が 1958–08–18 で mylink.mygivendate の日付が 2008–08–18 の場
合、次の 2 つの関数は同等で整数値 18263 を返します。
DaysSinceFromDate2(mylink.mygivendate, mylink.mysourcedate)
DaysSinceFromDate2("2008-08-18","1958-08-18")

DaysInMonth
指定の基準日の月の日数を返します。
v 入力: 基準日 (date)
v 出力: 月の日数 (int32)
v 例: mylink.mysourcedate の日付が 1958–08–18 の場合、次の 2 つの関数は同等で整数値 31 を
返します。
DaysInMonth(mylink.mysourcedate)
DaysInMonth("1958-08-18")

DaysInYear
指定の基準日の年の日数を返します。
v 入力: 基準日 (date)
v 出力: 年の日数 (int32)
v 例: mylink.mysourcedate の日付が 2012–08–18 の場合、次の 2 つの関数は同等で整数値 366 を
返します。
DaysInYear(mylink.mysourcedate)
DaysInYear("2012-08-18")

mylink.mysourcedate の日付が 1958–08–18 の場合、次の 2 つの関数は同等で整数値 365 を返し
ます。
DaysInYear(mylink.mysourcedate)
DaysInYear("2011-08-18")

DateOffsetByDays
与えられた日数のオフセットによって計算された日付を返します。オフセット値は、正、ゼロ、負
の値をとることができます。
v 入力: 基準日 (date)、日数のオフセット (int32)
v 出力: 日付
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v 例: mylink.basedate が 2011-08-18 で mylink.dayoffset の値が 2 の場合、次の 2 つの関数は同等
で日付 2011–08–20 を返します。
DateOffsetByDays("2011-08-18", 2)
DateOffsetByDays(mylink.basedate, mylink.dayoffset)

v mylink.basedate が 2011-08-18 で mylink.dayoffset の値が -31 の場合、次の 2 つの関数は同等
で日付 2011–07–18 を返します。
DateOffsetByDays("2011-08-18", -31)
DateOffsetByDays(mylink.basedate, mylink.dayoffset)

HoursFromTime
時刻の時間の部分を返します。
v 入力: 時間
v 出力: 時間 (int8)
v 例: mylink.mytime の時刻が 22:30:00 の場合、次の 2 つの関数は同等で整数値 22 を返しま
す。
HoursFromTime(mylink.mytime)
HoursFromTime("22:30:00")

JulianDayFromDate
与えられた日付に相当するユリウス日を返します。
v 入力: 日付
v 出力: ユリウス日 (int32)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008–05–27 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2454614 を返しま
す。
JulianDayFromDate("2008–05–27")
JulianDayFromDate(mylink.mydate)

MicroSecondsFromTime
時刻のマイクロ秒の部分を返します。
v 入力: 時間
v 出力: マイクロ秒 (int32)
v 例: mylink.mytime の時刻が 22:30:00.32 の場合、次の関数は値 320000 を返します。
MicroSecondsFromTime(mylink.mytime)

MidnightSecondsFromTime
午前 0 次から指定の時刻までの秒数を返します。
v 入力: 時間
v 出力: 秒数 (int8)
v 例: mylink.mytime の時刻が 00:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1852 を返します。
MidnightSecondsFromTime("00:30:52")
MidnightSecondsFromTime(mylink.mytime)

MinutesFromTime
時刻の分の部分を返します。
v 入力: 時間
v 出力: 分 (int8)
v 例: mylink.mytime の時刻が 22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 30 を返します。
MinutesFromTime("22:30:52")
MinutesFromTime(mylink.mytime)
付録 B. パラレル変換処理関数
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MonthDayFromDate
与えられた日付から、日の部分を返します。
v 入力: 日付
v 出力: 日 (int8)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 18 を返します。
MonthDayFromDate("2008-08-18")
MonthDayFromDate(mylink.mydate)

MonthFromDate
与えられた日付から、月を返します。
v 入力: 日付
v 出力: 月 (int8)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 8 を返します。
MonthFromDate("2008-08-18")
MonthDayDate(mylink.mydate)

NextWeekdayFromDate
ソース日付より後ろで最も早い、指定された曜日に当たる日付を返します。曜日は例えば thursday
のようにフルネームで指定するか、thu のように 3 文字の省略形で指定します。
v 入力: ソース日付 (date)、曜日 (string)
v 出力: 日付
v 例: mylink.mysourcedate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2008–08–21
を返します。
NextWeekdayFromDate("2008-08-18", "thursday")
NextWeekdayFromDate(mylink.mysourcedate, "thu")

NthWeekdayFromDate
ソース日付から指定された週数のオフセットの、指定された曜日に当たる日付を返します。曜日は
例えば thursday のようにフルネームで指定するか、thu のように 3 文字の省略形で指定します。
オフセットは、正、負、ゼロの値をとることができます。
v 入力: 基準日 (date)、曜日 (string)、週のオフセット (int32)
v 出力: 日付
v 例: mylink.mydate の日付が 2009-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2009–08–20 を返
します。
NthWeekdayFromDate("2009-08-18", "thursday", 1)
NthWeekdayFromDate(mylink.mydate, "thu", 1)

最初に発生する木曜日が返されます。先の例では、木曜日は日付 2009-08-18 と同じ週に発生し
ています。 2009-08-18 の日付は火曜日です。
mylink.mydate の日付が 2009-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2009–08–06 を返しま
す。
NthWeekdayFromDate("2009-08-18", "thursday", -2)
NthWeekdayFromDate(mylink.mydate, "thu", -2)

2 つ前の木曜日が返されます。
PreviousWeekdayFromDate
ソース日付より前で最も遅い、指定された曜日に当たる日付を返します。曜日は例えば thursday
のようにフルネームで指定するか、thu のように 3 文字の省略形で指定します。
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v 入力: ソース日付、曜日 (string)
v 出力: 日付
v 例: mylink.mysourcedate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2008–08–14
を返します。
PreviousWeekdayFromDate("2008-08-18", "thursday")
PreviousWeekdayFromDate(mylink.mysourcedate, "thu")

SecondsFromTime
時刻の秒の部分を返します。
v 入力: 時間
v 出力: 秒数 (dfloat)
v 例: mylink.mytime の時刻が 22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 52 を返します。
SecondsFromTime("22:30:52")
SecondsFromTime(mylink.mytime)

SecondsSinceFromTimestamp
2 つのタイム・スタンプ・ストリング間の秒数を返します。この関数は、IBM InfoSphere
Information Server バージョン 11.3 では推奨されません。SecondsSinceFromTimestamp2 関数を使
用してください。
v 入力: タイム・スタンプ、基準のタイム・スタンプ・ストリング
v 出力: 秒数 (dfloat)
v 例: mylink.mytimestamp のタイム・スタンプが 2008–08–18 22:30:52 で mylink.mytimestamp_base
のタイム・スタンプが 2008–08–19 22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 -86400 を返
します。
SecondsSinceFromTimestamp("2008–08–18 22:30:52","2008–08–19 22:30:52")
SecondsSinceFromTimestamp(mylink.mytimestamp, mylink.mytimestamp_base)

SecondsSinceFromTimestamp2
2 つのタイム・スタンプ・オブジェクト間の秒数を返します。
v 入力: タイム・スタンプ、基準のタイム・スタンプ・オブジェクト
v 出力: 秒数 (dfloat)
v 例: mylink.mytimestamp のタイム・スタンプが 2008–08–18 22:30:52 で mylink.mytimestamp_base
のタイム・スタンプが 2008–08–19 22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 -86400 を返
します。
SecondsSinceFromTimestamp2("2008–08–18 22:30:52","2008–08–19 22:30:52")
SecondsSinceFromTimestamp2(mylink.mytimestamp, mylink.mytimestamp_base)

TimeDate
システム日時をフォーマット・ストリングとして返します。
v 入力: v 出力: システム日時 (string)
v 例: ジョブが 2008 年 6 月 20 日 4.21 pm に実行された場合、次の関数はストリング
「16:21:48 20 Jun 2008」を返します。
TimeDate()

TimeFromComponents
4 つの分離した値として与えられた時間、分、秒、およびマイクロ秒から、時刻を返します。
v 入力: 時間 (int32)、分 (int32)、秒 (int32)、マイクロ秒 (int32)
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v 出力: 時間
v 例: mylink.hourcol の値が 10、mylink.mincol の値が 12、および mylink.seccol の値が
2、mylink.mseccol が 0 の場合、次の 2 つの関数は同等で時刻 10:12:02.0 を返します。
TimeFromComponents(10, 12, 2, 0)
TimeFromComponents(mylink.hourcol, mylink.mincol, mylink.seccol, mylink.mseccol)

TimeFromMidnightSeconds
午前 0 時から経過した秒数を与えると、時刻を返します。
v 入力: 秒数 (dfloat)
v 出力: 時間
v 例: mylink.mymidnightseconds の値が 240 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 00:04:00 を返し
ます。
TimeFromMidnightSeconds("240")
TimeFromMidnightSeconds(mylink.mymidnightseconds)

TimeOffsetByComponents
それぞれ分離した値として与えられた時間のオフセット、分のオフセット、および秒のオフセット
から、時刻を返します。秒オフセットは、ミリ秒を含むことができます。
v 入力: 基準時刻 (time)、時間のオフセット (int32)、分のオフセット (int32)、秒のオフセット
(dfloat)
v 出力: 時間
v 例: mylink.basetime が 14:05:29、mylink.houros の値が 2、mylink.minos の値が 0、および
mylink.secos の値が 20 の場合、次の 2 つの関数は同等で時刻 16:05:49 を返します。
TimeOffsetByComponents("14:05:29", 2, 0, 20)
TimeOffsetByComponents(mylink.basetime, mylink.houros, mylink.minos, mylink.secos)

TimeOffsetBySeconds
秒のオフセットから、時刻を返します。秒オフセットは、ミリ秒を含むことができます。
v 入力: 基準時刻 (time)、秒のオフセット (dfloat)
v 出力: 時間
v 例: mylink.basetime が 14:05:29.30 で mylink.secos の値が 2.5 の場合、次の 2 つの関数は同等
で時刻 14:05:31.80 を返します。
TimeOffsetByComponents("14:05:29.30", 2.5)
TimeOffsetByComponents(mylink.basetime, mylink.secos)

TimestampFromDateTime
与えられた日時から、タイム・スタンプを返します。
v 入力:日時
v 出力: タイム・スタンプ
v 例: mylink.mydate の日付が 2008–08–18 で mylink.mytime の時刻が 22:30:52 の場合、次の 2
つの関数は同等でタイム・スタンプ 2008–08–18 22:30:52 を返します。
TimestampFromDateTime("2008–08–18","22:30:52")
TimestampFromDateTime(mylink.mydate,mylink.mytime)

TimestampFromSecondsSince
基準タイム・スタンプ・ストリングから経過した秒数から取得されるタイム・スタンプを返しま
す。この関数は、IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 では推奨されません。
TimestampFromSecondsSince2 関数を使用してください。
v 入力: 秒数 (dfloat)、[基準タイム・スタンプ・ストリング]
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v 出力: タイム・スタンプ
v 例: mylink.myseconds の値が 2563 で mylink.timestamp_base のタイム・スタンプが 2008–08–18
22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等でタイム・スタンプ 2008–08–18 23:13:35 を返しま
す。
TimestampFromSecondsSince("2563","2008–08–18 22:30:52")
TimestampFromSecondsSince(mylink.myseconds,mylink.timestamp_base)

TimestampFromSecondsSince2
基準タイム・スタンプ・オブジェクトから経過した秒数から取得されるタイム・スタンプを返しま
す。
v 入力: 秒数 (dfloat)、[基準タイム・スタンプ・オブジェクト]
v 出力: タイム・スタンプ
v 例: mylink.myseconds の値が 2563 で mylink.timestamp_base のタイム・スタンプが 2008–08–18
22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等でタイム・スタンプ 2008–08–18 23:13:35 を返しま
す。
TimestampFromSecondsSince2("2563","2008–08–18 22:30:52")
TimestampFromSecondsSince2(mylink.myseconds,mylink.timestamp_base)

TimestampFromTimet
与えられた UNIX 時刻ストリング値からタイム・スタンプを返します。
v 入力: 時刻ストリング (int32)
v 出力: タイム・スタンプ
v 例: mylink.mytimet の値が 1234567890 の場合、次の 2 つの関数は同等でタイム・スタンプ
2009–02–13 23:31:30 を返します。
TimestampFromTimet("1234567890")
TimestampFromTimet(mylink.mytimet)

TimestampFromTime2
与えられた時刻オブジェクトとタイム・スタンプ・オブジェクトから、タイム・スタンプを返しま
す。タイム・スタンプからは日付部分のみが使用されるように、タイム・スタンプの時刻の値は、
時刻オブジェクトの値によって上書きされます。
v 入力: 時刻、タイム・スタンプ
v 出力: タイム・スタンプ
v 例: mylink.mytime の時刻が 12:03:22 で mylink.mytimestamp のタイム・スタンプが 2008–08–18
22:30:52 の場合、次の 2 つの関数は同等で、タイム・スタンプ 2008–08–18 12:03:22 を返しま
す。
TimestampFromTime2("12:03:22", "2008–08–18 22:30:52")
TimestampFromTime2(mylink.mytime,mylink.mytimestamp)

TimestampOffsetByComponents
それぞれ分離した値として与えられた年のオフセット、月のオフセット、日のオフセット、時間の
オフセット、分のオフセット、および秒のオフセットから、タイム・スタンプを返します。秒オフ
セットは、ミリ秒を含むことができます。
v 入力: 基準のタイム・スタンプ (timestamp)、年のオフセット (int32)、月のオフセット (int32)、
日のオフセット (int32)、時間のオフセット (int32)、分のオフセット (int32)、秒のオフセット
(dfloat)
v 出力: タイム・スタンプ
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v 例: mylink.basetimestamp が 2009-08-18 14:05:29、mylink.yearos が 0、mylink.monthos の値が
2、mylink.dayos の値が -4, mylink.houros の値が 2、mylink.minos の値が 0、および
mylink.secos の値が 20 の場合、次の 2 つの関数は同等でタイム・スタンプ 2009-10-14
16:05:49 を返します。
TimestampOffsetByComponents("2009-08-18 14:05:29", 0, 2, -4, 2, 0, 20)
TimestampOffsetByComponents(mylink.basetimestamp, mylink.houros,
mylink.minos, mylink.secos)

TimestampOffsetBySeconds
秒のオフセットから、タイム・スタンプを返します。秒オフセットは、ミリ秒を含むことができま
す。
v 入力: 基準タイム・スタンプ (timestamp)、秒のオフセット (dfloat)
v 出力: タイム・スタンプ
v 例: mylink.basetimestamp が 2009-08-18 14:05:29 で mylink.secos の値が 32760 の場合、次の 2
つの関数は同等でタイム・スタンプ 2009-08-18 23:11:29 を返します。
TimeOffsetBySeconds("2009-08-18 14:05:29", 32760)
TimeOffsetBySeconds
(mylink.basetimestamp, mylink.secos)

TimetFromTimestamp
与えられたタイム・スタンプに相当する UNIX の time_t 値を返します。
v 入力: タイム・スタンプ
v 出力: timet (int32)
v 例: mylink.mytimestamp の値が 2009–02–13 23:31:30 の場合、次の 2 つの関数は同等で値
1234567890 を返します。
TimestampFromTimet("2009–02–13 23:31:30")
TimestampFromTimet(mylink.mytimestamp)

WeekdayFromDate
指定した曜日を基準とする曜日番号。起点日は週の開始曜日と見なす曜日を指定するオプションの
引数です。デフォルトは日曜日です。
v 入力: 日付、[起点日]
v 出力: 日 (int8)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1 を返します。
WeekdayFromDate("2008-08-18")
WeekdayFromDate(mylink.mydate)

mylink.mydate の日付が 2008-08-18、mylink.origin_day が saturday の場合、次の 2 つの関数は
同等で値 2 を返します。
WeekdayFromDate("2008-08-18","saturday")
WeekdayFromDate(mylink.mydate,mylink.origin_day)

YeardayFromDate
与えられた日付の、1 年の中での日番号を返します。
v 入力: 日付
v 出力: 日 (int16)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 231 を返します。
YeardayFromDate("2008-08-18")
YeardayFromDate(mylink.mydate)
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YearFromDate
与えられた日付の年の部分を返します。
v 入力: 日付
v 出力: 年 (int16)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2008 を返しま
す。
YearFromDate("2008-08-18")
YearFromDate(mylink.mydate)

YearweekFromDate
与えられた日付の、1 年の中での週番号を返します。
v 入力: 日付
v 出力: 週 (int16)
v 例: mylink.mydate の日付が 2008-08-18 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 33 を返します。
YearweekFromDate("2008-08-18")
YearweekFromDate(mylink.mydate)

論理関数
論理関数はビット・オペレーションを実行します。
論理関数は、式エディターの「論理」カテゴリーにあります。大括弧は、引数がオプションであることを示
します。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フィールドに表示される関数を示しています。
BitAnd
2 つの整数の引数のビット単位の AND を返します。
v 入力: 数値 1 (uint64)、数値 2 (uint64)
v 出力: 数値 (uint64)
v 例: mylink.mynumber1 が数値 352 で mylink.mynumber2 が数値 400 の場合、次の 2 つの関数
は同等で値 256 を返します。
BitAnd(352,400)
BitAnd(mylink.mynumber1,mylink.mynumber2)

BitCompress
1 と 0 のバイナリー表現が設定されたストリング引数を整数に変換して返します。
v 入力: ストリング
v 出力: 数値 (uint64)
v 例: mylink.mynumber1 がストリング "0101100000" の場合、次の 2 つの関数は同等で数値 352
を返します。
BitExpand("0101100000")
BitExpand(mylink.mynumber)

BitExpand
与えられた整数を 1 と 0 のバイナリー表現にしたストリングを返します。
v 入力: 数値 (uint64)
v 出力: ストリング
v 例: mylink.mynumber1 が数値 352 の場合、次の 2 つの関数は同等でストリング "0101100000"
を返します。
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BitExpand(352)
BitExpand(mylink.mynumber)

2 つの整数の引数のビット単位の OR を返します。

BitOr

v 入力: 数値 1 (uint64)、数値 2 (uint64)
v 出力: 数値 (uint64)
v 例: mylink.mynumber1 が数値 352 で mylink.mynumber2 が数値 400 の場合、次の 2 つの関数
は同等で値 496 を返します。
BitOr(352,400)
BitOr(mylink.mynumber1,mylink.mynumber2)

BitXOr
2 つの整数の引数のビット単位の Exclusive OR を返します。
v 入力: 数値 1 (uint64)、数値 2 (uint64)
v 出力: 数値 (uint64)
v 例: mylink.mynumber1 が数値 352 で mylink.mynumber2 が数値 400 の場合、次の 2 つの関数
は同等で値 240 を返します。
BitXOr(352,400)
BitXOr(mylink.mynumber1,mylink.mynumber2)

Not

式の論理値の補数を返します。式の値が真である場合、Not 関数は偽の値 (0) を返します。 式の
値が偽である場合、NOT 関数は真の値 (1) を返します。 0 に評価される数値式は false の論理値
です。NULL 値以外のそれ以外のものに評価される数値式は、論理真です。空ストリングは論理的
には偽です。空ストリング、スペース、数値 0 とスペースを含むストリングを含め、他のすべて
のストリング式は論理的に真です。
v 入力: 式
v 出力: 補数 (int8)
v 例: mylink.myexpression が式 5–5 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1 を返します。
Not(5-5)
Not(mylink.myexpression)

mylink.myexpression が式 5+5 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0 を返します。
v Not(5+5)
Not(mylink.myexpression)

SetBit 特定のビットが特定の状態に設定された整数を返します。ここで、 origfield は処理を実行する入
力値、bitlist は状態を設定するビット番号のコンマ区切りリストが入ったストリングです。bitstate
は 1 か 0 で、それらのビットに設定する状態を示します。
v 入力: 元のフィールド (uint64)、ビット・リスト (string)、ビット状態 (uint8)
v 出力: 数値 (uint64)
v 例: mylink.origfield が数値 352、mylink.bitlist がリスト「2,4,8」、mylink.bitstate が値 1 の場
合、次の 2 つの関数は同等で値 494 を返します。
SetBit(356,"2,4,8",1)
SetBit(mylink.origfield,mylink.bitlist,mylink.bitstate)

数学関数
数学関数は数学オペレーションを実行します。
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数学関数は、式エディターの「数学/三角」カテゴリーにあります。大括弧は、引数がオプションであるこ
とを示します。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フィールドに表示される関数を示してい
ます。
Abs

任意の数値式の絶対値を返します。式の絶対値は、符号なしの絶対値です。
v 入力: 数値式 (int32)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number1 が数値 12 で mylink.number2 が数値 34 の場合、次の 2 つの関数は同等で
数値 22 を返します。
Abs(12-34)
Abs(mylink.mynumber1-mylink.mynumber2)

mylink.number1 が数値 34 で mylink.number2 が数値 12 の場合、次の 2 つの関数は同等で数値
22 を返します。
Abs(34-12)
Abs(mylink.mynumber1-mylink.mynumber2)

Acos

式の三角関数のアークコサインを計算します。式は数値である必要があります。結果はラジアンで
表されます。
v 入力: 数値式 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 0.707106781 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.785398 を返しま
す。
Acos(0.707106781)
Acos(mylink.mynumber)

Asin

式の三角関数のアークサインを計算します。式は数値である必要があります。結果はラジアンで表
されます。
v 入力: 数値式 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 0.707106781 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.785398 を返しま
す。
Asin(0.707106781)
Asin(mylink.mynumber)

Atan

式の三角関数のアークタンジェントを計算します。式は数値である必要があります。結果はラジア
ンで表されます。
v 入力: 数値式 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 135 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1.56339 を返します。これ
は、アークタンジェントが 135 であるような角度です。
Atan(135)
Atan(mylink.mynumber)

Atan2 2 つの入力の符号を使用して、2 つの入力の三角関数のアークタンジェントを計算することで、結
果の四分円を決定します。入力は数値でなければなりません。結果はラジアンで表されます。
v 入力: 数値式 (dfloat、dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
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v 例: mylink.number1 が数値 10.0 で mylink.number2 が数値 -10.0 の場合、次の 2 つの関数は同
等で、数値 2.35619 を返します。
Atan2(10.0. -10.0)
Atan2(mylink.mynumber1, mylink.mynumber2)

Ceil

与えられた 10 進数をその値以上の整数値に切り上げる計算をします。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.number が数値 2355.66 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 2356 を返します。
Ceil(2355.66)
Ceil(mylink.mynumber)

Cos

式の三角関数のコサインを計算します。式は数値である必要があります。式は、角度をラジアンで
表した数値を生成しなければなりません。
v 入力: ラジアン (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 0.785398 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.7071 を返します。
Cos(0.785398)
Cos(mylink.mynumber)

Cosh

式の双曲線コサインを計算します。式は数値である必要があります。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 2 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 3.7622 を返します。
Cosh(2)
Cosh(mylink.mynumber)

Div

2 つの実数 (被除数、除数) の除算を実数で行い、結果の整数部分を出力します。
v 入力: 被除数 (dfloat)、除数 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.dividend が数値 100 で mylink.divisor が数値 25 の場合、次の 2 つの関数は同等で
値 4 を返します。
Div(100,25)
Div(mylink.dividend,mylink.divisor)

Exp

底「e」を式の値で指定された指数で累乗した結果を計算します。「e」の値はおよそ 2.71828 で
す。 式の評価結果は数値である必要があります。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 5 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 54.5982 を返します。
Exp(5-1)
Exp(mylink.number-1)

Fabs

与えられた Float 値の絶対値を計算します。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 -26.53 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 26.53 を返します。
Fabs(-26.53)
Fabs(mylink.number)
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Floor

与えられた 10 進数をその値以下の整数値に切り下げる計算をします。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.number が数値 203.25 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 203 を返します。
Floor(203.25)
Floor(mylink.number)

Ldexp 2 の指数乗を小数部に乗算した dfloat 値を返します。
v 入力: 小数部 (dfloat)、指数 (int32)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.mantissa が数値 2 で mylink.exponent が数値 3 の場合、次の 2 つの関数は同等で値
16 を返します。
Floor(2,3)
Floor(mylink.mantissa,mylink.exponent)

Llabs

与えられた整数値の絶対値を計算します。
v 入力: 数値 (整数)
v 出力: 結果 (符号なし整数)
v 例: mylink.number が数値 -26 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 26 を返します。
Llabs(-26)
Llabs(mylink.number)

Ln

「e」を底とする式の自然対数を計算します。「e」の値はおよそ 2.71828 です。 式の評価結果は
0 より大きい数値である必要があります。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 6 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1.79176 を返します。
Ln(6)
Ln(mylink.number)

Log10 与えられた値の、10 を底とする対数を返します。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 6 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.778151 を返します。
Log10(6)
Log10(mylink.number)

Max

2 つの引数値のうち、大きい方の数値を返します。
v 入力: 数値 1 (int32)、数値 2 (int32)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.number1 が数値 6 で mylink.number2 が数値 101 の場合、次の 2 つの関数は同等で
値 101 を返します。
Max(6,101)
Max(mylink.number1,mylink.number2)

Min

2 つの引数値のうち、小さい方の数値を返します。
v 入力: 数値 1 (int32)、数値 2 (int32)
v 出力: 結果 (int32)
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v 例: mylink.number1 が数値 6 で mylink.number2 が数値 101 の場合、次の 2 つの関数は同等で
値 6 を返します。
Min(6,101)
Min(mylink.number1,mylink.number2)

Mod

2 つの式 (被除数、除数) のモジュロ (剰余) を計算します。
v 入力: 被除数 (int32)、除数 (int32)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.dividend が数値 115 で mylink.divisor が数値 25 の場合、次の 2 つの関数は同等で
値 15 を返します。
Mod(115,25)
Mod(mylink.dividend,mylink.divisor)

Neg

数値の否定を返します。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 123 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 -123 を返します。
Neg(123)
Neg(mylink.number)

Pwr

式の値を指定された累乗値で累乗した値を計算します (式、累乗値)。
v 入力: 式 (dfloat)、累乗値 (dfloat))
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.expression が数値 2 で mylink.power が数値 3 の場合、次の 2 つの関数は同等で値
8 を返します。
Pwr(2,3)
Pwr(mylink.expression,mylink.power)

Rand

0 から 232-1 までの範囲の疑似ランダム整数を返します。
v 入力: v 出力: 結果 (uint32)
v 例: 乱数を含む出力に列を追加するには、次の関数を使用します。
Rand()

ランダム
0 から 232 -1 の間の乱数を返します。
v 入力: v 出力: 結果 (uint32)
v 例: 乱数を含む出力に列を追加するには、次の関数を使用します。
Random()

Sin

式の三角関数のサインを計算します。式は数値である必要があります。式は、角度をラジアンで表
した数値を生成しなければなりません。
v 入力: ラジアン (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 0.785398 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.7071 を返します。
Sin(0.785398)
Sin(mylink.mynumber)
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Sinh

式の双曲線サインを計算します。式は数値である必要があります。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 2 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 3.62686 を返します。
Sinh(2)
Sinh(mylink.mynumber)

Sqrt

数値の平方根を計算します。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 450 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 21.2132 を返します。
Sqrt(450)
Sqrt(mylink.mynumber)

Tan

式の三角関数のタンジェントを計算します。式は、角度をラジアンで表した数値を生成しなければ
なりません。
v 入力: ラジアン (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 0.7853981 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.7071 を返します。
Tan(0.7853981)
Tan(mylink.mynumber)

Tanh

式の双曲線タンジェントを計算します。式は数値である必要があります。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 2 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 0.964028 を返します。
Tanh(2)
Tanh(mylink.mynumber)

NULL 処理関数
Transformer ステージの Null 処理関数を使用して、出力仕様の NULL を処理できます。
出力列式で入力列を使用する場合は、入力列に NULL 値が含まれていると出力列に NULL が書き込まれ
ます。しかし、Null 処理関数を使用すると NULL を明示的に処理できます。
次の関数は、「NULL 処理」カテゴリーにあります。大括弧は、引数がオプションであることを示しま
す。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フィールドに表示される関数を示しています。
IsNotNull
式の評価結果が NULL 値にならない場合、「真」を返します。
v 入力: 任意
v 出力: 真/偽 (int8)
v 例: 出力列の「出力仕様」フィールドに以下のコードが含まれていた場合、Transformer ステージ
では、mylink.mycolumn という名前の入力列に NULL 値が含まれているかどうかをチェックし
ます。入力列に NULL が含まれない場合、出力列には入力列の値が含まれます。入力列に
NULL が含まれる場合、出力列にはストリング NULL が含まれます。
If IsNotNull(mylink.mycolumn) Then mylink.mycolumn Else "NULL"
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IsNull 式の評価結果が NULL 値になる場合、「真」を返します。
v 入力: 任意
v 出力: 真/偽 (int8)
v 例: 出力列の「出力仕様」フィールドに以下のコードが含まれていた場合、Transformer ステージ
では、mylink.mycolumn という名前の入力列に NULL 値が含まれているかどうかをチェックし
ます。入力列に NULL が含まれる場合、出力列にはストリング NULL が含まれます。入力列
に NULL が含まれない場合、出力列には入力列の値が含まれます。
If IsNull(mylink.mycolumn) Then "NULL" Else mylink.mycolumn

NullToEmpty
入力列が NULL の場合、空ストリングを返します。それ以外の場合、入力列値を返します。
v 入力: 入力列
v 出力: 入力列値または空ストリング
v 例: 出力列の「出力仕様」フィールドに以下のコードが含まれていた場合、Transformer ステージ
では、mylink.mycolumn という名前の入力列に NULL 値が含まれているかどうかをチェックし
ます。入力列に NULL が含まれる場合、出力列には空ストリングが含まれます。入力列に
NULL が含まれない場合、出力列には入力列からの値が含まれます。
NullToEmpty(mylink.mycolumn)

NullToZero
入力列が NULL の場合、ゼロを返します。それ以外の場合、入力列値を返します。
v 入力: 入力列
v 出力: 入力列値またはゼロ
v 例: 出力列の「出力仕様」フィールドに以下のコードが含まれていた場合、Transformer ステージ
では、mylink.mycolumn という名前の入力列に NULL 値が含まれているかどうかをチェックし
ます。入力列に NULL が含まれる場合、出力列には 0 が含まれます。入力列に NULL が含ま
れない場合、出力列には入力列からの値が含まれます。
NullToZeroy(mylink.mycolumn)

NullToValue
入力列が NULL の場合、指定された値を返します。それ以外の場合、入力列値を返します。
v 入力: 入力列、値
v 出力: 入力列値または値
v 例: 出力列の「出力仕様」フィールドに以下のコードが含まれていた場合、Transformer ステージ
では、mylink.mycolumn という名前の入力列に NULL 値が含まれているかどうかをチェックし
ます。入力列に NULL が含まれる場合、出力列には 42 が含まれます。入力列に NULL が含
まれない場合、出力列には入力列からの値が含まれます。
NullToValue(mylink.mycolumn,42)

SetNull
ターゲット列に NULL 値を割り当てます。
v 入力: v 出力: v 例: 出力列の「出力仕様」フィールドに以下のコードが含まれていた場合、Transformer ステージ
では、出力列に NULL をセットします。
setnull()
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数値関数
数値関数は、10 進数または浮動小数点数から小数部を取り出すために使用します。式エディターの「数
値」カテゴリーにはタイプ・キャスト関数も含まれ、数値を double、float、または integer のデータ・タイ
プにキャストできます。
大括弧は、引数がオプションであることを示します。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フ
ィールドに表示される関数を示しています。
タイプ・キャスト関数は、数値フィールドを使用して数値計算を実行するときに便利です。例えば、パラレ
ルの Transformer ステージで、integer タイプの入力列から取得した float タイプの出力列を計算に使用す
る場合、結果は出力列の float タイプにかかわらず integer として取得されます。整数オペランドを使用し
た計算で整数以外の結果を求める場合は、タイプ・キャスト関数を使用して、整数オペランドを非整数オペ
ランドにキャストできます。
AsDouble
与えられた数値を double として扱います。
v 入力: 数値
v 出力: 数値 (double)
v 例: 次の式で、入力列 mynumber は整数ですが、関数は double を出力します。mylink.mynumber
が数値 56 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1.29629629629629619E+01 を返します。
AsDouble(56/4.32)
AsDouble(mylink.mynumber/4.32)

AsFloat
与えられた数値を float として扱います。
v 入力: 数値
v 出力: 数値 (float)
v 例: 次の式で、入力列 mynumber は整数ですが、関数は float を出力します。mylink.mynumber
が数値 56 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 1.29629629629629619E+01 を返します。
AsFloat(56/4.32)
AsFloat(mylink.mynumber/4.32)

AsInteger
与えられた数値を整数として扱います。
v 入力: 数値
v 出力: 数値 (整数)
v 例: 次の式で、入力列 mynumber は double ですが、関数は整数を出力します。mylink.mynumber
が数値 56 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 12 を返します。
AsInteger(56/4.32)
AsInteger(mylink.mynumber/4.32)

MantissaFromDecimal
与えられた decimal の仮数を返します。
v 入力: 数値 (decimal)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 243.7675 の場合、次の 2 つの関数は同等で値 7675 を返します。
MantissaFromDecimal(243.7675)
MantissaFromDecimal(mylink.mynumber)
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MantissaFromDFloat
与えられた dfloat の仮数を返します。
v 入力: 数値 (dfloat)
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: mylink.number が数値 1.234412000000000010E +4 の場合、次の関数は値 1 を返します。
MantissaFromDFloat(mylink.mynumber)

RAW 関数
RAW 関数を使用して、生データを含む列のデータ長を取得できます。
この関数は、「RAW」カテゴリーにあります。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フィー
ルドに表示される関数を示しています。
RawLength
RAW ストリングの長さを返します。
v 入力: 入力ストリング (raw)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.rawdata がビットマップからの生データを含む場合、次の関数はビットマップのサイ
ズをバイトで返します。
RawLength(mylink.rawdata)

ストリング関数
ストリング関数を使用して、ストリングを操作します。
次の関数は、式エディターの「ストリング」カテゴリーにあります。大括弧は、引数がオプションであるこ
とを示します。以下の例は、Transformer ステージの 「出力仕様」フィールドに表示される関数を示してい
ます。
AlNum
与えられたストリングに、英数字だけが含まれるかどうかをチェックします。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 真/偽 (int8)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「OED_75_9*E」の場合、次の関数は数値 0 (偽) を返しま
す。
AlNum(mylink.mystring1)

mylink.mystring2 がストリング「12redroses」の場合、次の関数は数値 1 (真) を返します。
AlNum(mylink.mystring2)

Alpha 与えられたストリングに、英字だけが含まれるかどうかをチェックします。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 真/偽 (int8)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「12redroses」の場合、次の関数は数値 0 (偽) を返します。
Alpha(mylink.mystring1)

mylink.mystring2 がストリング「twelveredroses」の場合、次の関数は数値 1 (真) を返します。
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Alpha(mylink.mystring2)

Change
expression 内の substring を replacement で置換します。substring が空ストリングの場合、
expression の値が返されます。replacement が空ストリングの場合、begin で指定した位置から始ま
る substring のすべての出現が削除されます。occurrence が 0 以下の場合、begin から始まるすべ
ての出現が置換されます。それ以外の場合、置換する出現の回数を occurrence で指定し、最初の
出現を begin で指定します。begin を 1 以下にすると、置換は最初の出現から始まります。それ
以外の場合、置換は begin で指定した位置から始まります。
v 入力: expression, substring, replacement [,occurrence [,begin]]
v 出力: 結果 (expression)
v 例: mylink.mystring に expression「aaabbbcccbbb」が含まれている場合、次の関数は値
「aaaZZZcccZZZ」を返します。
Change(mylink.mystring,"bbb","ZZZ")

mylink.mystring に expression「ABC」が含まれていて、substring が空の場合、次の関数は値
「ABC」を返します。
Change(mylink.mystring,"","ZZZ")

mylink.mystring に expression「aaabbbcccbbb」が含まれていて、replacement が空の場合、次の関
数は値「aaaccc」を返します。
Change(mylink.mystring, “bbb”, “”)

CompactWhiteSpace
連続する空白文字すべてをシングル・スペースに置き換えたストリングを返します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング「too
many spaces」を返します。

many

spaces」の場合、次の関数はストリング「too

CompactWhiteSpace(mylink.mystring)

Compare
2 つのストリングをソート処理のために比較します。比較は、左揃え (デフォルト) または右揃え
が可能です。右揃えの比較では、指定したストリング内の数値サブストリングが数値として比較さ
れます。数値ストリングは、各ストリング内の同じ文字位置になければなりません。例えば、スト
リング AB100 とストリング AB99 を右揃えで比較した場合、100 は 99 より大きいため、AB100
の方が大きいと判断されます。ストリング AC99 と AB100 を左揃えで比較した場合、C は B よ
り大きいため、AC99 の方が大きいと判断されます。
v 入力: ストリング 1 (string)、ストリング 2 (string)、[位置調整 (L または R)]
v 出力: 結果 (int8)。string1 が string2 よりも小さい場合は -1、この 2 つのストリングが同じ場
合は 0、string1 が string2 よりも大きい場合は 1 となります。
v 例: mylink.mystring1 がストリング「AB99」で mylink.mystring2 がストリング「AB100」の場
合、次の関数は結果 1 を返します。
Compare(mylink.mystring1,mylink.mystring2,L)

mylink.mystring1 がストリング「AB99」で mylink.mystring2 がストリング「AB100」の場合、次
の関数は結果 -1 を返します。
Compare(mylink.mystring1,mylink.mystring2,R)
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CompareNoCase
2 つのストリングをソート処理のために、大/小文字を無視して比較します。
v 入力: ストリング 1 (string)、ストリング 2 (string)
v 出力: 結果 (int8)。string1 が string2 よりも小さい場合は -1、この 2 つのストリングが同じ場
合は 0、string1 が string2 よりも大きい場合は 1 となります。
v 例: mylink.mystring1 がストリング「Chocolate Cake」で mylink.mystring2 がストリング
「chocolate cake」の場合、次の関数は結果 0 を返します。
CompareNoCase(mylink.mystring1,mylink.mystring2)

CompareNum
2 つのストリングの最初の n 文字を比較します。
v 入力: ストリング 1 (string)、ストリング 2 (string)、長さ (int16)
v 出力: 結果 (int8)。string1 が string2 よりも小さい場合は -1、この 2 つのストリングが同じ場
合は 0、string1 が string2 よりも大きい場合は 1 となります。
v 例: mylink.mystring1 がストリング「Chocolate」で mylink.mystring2 がストリング「Choccy
Treat」の場合、次の関数は結果 0 を返します。
CompareNum(mylink.mystring1,mylink.mystring2,4)

CompareNumNoCase
2 つのストリングの最初の n 文字を、大/小文字を無視して比較します。
v 入力: ストリング 1 (string)、ストリング 2 (string)、長さ (int16)
v 出力: 結果 (int8)。string1 が string2 よりも小さい場合は -1、この 2 つのストリングが同じ場
合は 0、string1 が string2 よりも大きい場合は 1 となります。
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate」で mylink.mystring2 がストリング「Choccy
Treat」の場合、次の関数は結果 0 を返します。
CompareNumNoCase(mylink.mystring1,mylink.mystring2,4)

Conversion
string を、指定された内部または外部のストレージ・フォーマットに変換します。string は、変換
されるストリングを評価する式です。
v 入力: 入力ストリング、変換コード、変換モード
次の表に、変換コードに指定できる値を示します。変換モードの値は「I」または「O」です。値
が「I」の場合、この変換関数は ICONV() を実装します。値が「O」の場合、この変換関数は
OCONV() を実装します。
表 161. 変換コードと変換モードの値
変換コード

変換モード

説明

MX

I

入力ストリングを 16 進数から 10 進
数に変換します。

MB

I

入力ストリングをバイナリーから 10
進数に変換します。

MX0C

I

入力ストリングを 16 進数から ASCII
文字ストリングに変換します。

MB0C

I

入力ストリングをバイナリーから
ASCII 文字ストリングに変換します。
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表 161. 変換コードと変換モードの値 (続き)
変換コード

変換モード

説明

MX

O

入力ストリングを 10 進数から 16 進
数に変換します。

MB

O

入力ストリングを 10 進数からバイナ
リーに変換します。

MX0C

O

入力ストリングを ASCII 文字ストリ
ングから 16 進数に変換します。

MB0C

O

入力ストリングを ASCII 文字ストリ
ングからバイナリーに変換します。

v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング 1111 の場合、次の関数は値 15 を返します。
Conversion(mylink.mystring,"MB", "I")

mylink.mystring にストリング「CDE」が含まれている場合、次の関数は値「434445」を返しま
す。
Conversion(mylink.mystring,"MX0C", "O")

Convert
expression で指定されたストリングの文字を変換します。 fromlist で指定された文字を tolist で指
定された文字に変換します。
v 入力: fromlist (string), tolist (string), expression (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「NOW IS THE TIME」の場合、次の関数はストリング
「NOW YS XHE XYME」を返します。
Convert("TI","XY",mylink.mystring1)

Count ストリング中でサブストリングが出現する回数を計測します。
v 入力: ストリング (string)、サブストリング (string)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars」の場
合、次の関数は 3 を返します。
Count(mylink.mystring1,"choc")

Dcount
ストリング中の区切られたフィールドの数を計測します。
v 入力: ストリング (string)、区切り文字 (string)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars」の場
合、次の関数は 3 を返します。
Dcount(mylink.mystring1,",")

DownCase
ストリング内の大文字をすべて小文字に変換します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
付録 B. パラレル変換処理関数
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v 例: mylink.mystring1 がストリング「CaMel cAsE」の場合、次の関数はストリング「camel
case」を返します。
DownCase(mylink.mystring1)

DQuote
ストリングを二重引用符で囲みます。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング needs quotes の場合、次の関数はストリング "needs quotes"
を返します。
DQuote(mylink.mystring1)

Ereplace
expression 内の substring を replacement で置換します。substring が空ストリングの場合、
replacement が、expression の接頭部となります。replacement が空ストリングの場合、begin で指定
した位置から始まる substring のすべての出現が削除されます。occurrence が 0 以下の場合、
begin から始まるすべての出現が置換されます。それ以外の場合、置換する出現の回数を
occurrence で指定し、最初の出現を begin で指定します。begin を 1 以下にすると、置換は最初
の出現から始まります。それ以外の場合、置換は begin で指定した位置から始まります。
v 入力: expression, substring, replacement [,occurrence [,begin]]
v 出力: 結果 (expression)
v 例: mylink.mystring に式「ABC」が含まれていて、サブストリングが空の場合、次の関数は値
「ZZZABC」を返します。
Ereplace(mylink.mystring,"","ZZZ")

mylink.mystring に expression「aaabbbcccbbb」が含まれていて、replacement が空の場合、次の関
数は値「aaaccc」を返します。
Ereplace(mylink.mystring, "bbb", "")

フィールド
ストリング内の、指定された区切り文字の間にある 1 つ以上のサブストリングを返します。引数
occurrence は、区切り文字のどのオカレンスを終端文字として使用するかを指定します。引数
number はオプションで、返すサブストリングの数を指定します。
v 入力: ストリング (string)、区切り文字 (string)、オカレンス (int32)、[数 (int32)]
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars,
chocolate dippers」の場合、次の関数はストリング「chocolate ice cream」を返します。
Field(mylink.mystring1,",",2)

mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars, chocolate
dippers」の場合、次の関数はストリング「chocolate ice cream, chocolate bars」を返します。
Field(mylink.mystring1,",",2,2)

Index

サブストリングの開始文字位置を検索します。引数 occurrence は、サブストリングのどのオカレ
ンスを検索するかを指定します。
v 入力: ストリング (string)、サブストリング (string)、オカレンス (int32)
v 出力: 結果 (int32)
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v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars,
chocolate dippers」の場合、次の関数は値 18 を返します。
Index(mylink.mystring1,"chocolate",2)

Left

ストリングの左端の n 文字を返します。
v 入力: ストリング (string) 数値 (int32)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars,
chocolate dippers」の場合、次の関数はストリング「chocolate」を返します。
Left(mylink.mystring1,9)

Len

ストリングの長さを文字数で返します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate」の場合、次の関数は値 9 を返します。
Len(mylink.mystring1)

Num

ストリングを数値に変換できる場合に 1 を返します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「22」の場合、次の関数は値 1 を返します。
Num(mylink.mystring1)

mylink.mystring1 がストリング「twenty two」の場合、次の関数は値 0 を返します。
Num(mylink.mystring1)

PadString
指定された数の埋め込み文字で埋め込まれたストリングを返します。
v 入力: ストリング (string) 埋め込みストリング (string) 埋め込み長 (int32)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「AB175」の場合、次の関数はストリング「AB17500000」を
返します。
PadString(mylink.mystring1,"0",5)

Right

ストリングの右端の n 文字を返します。
v 入力: ストリング (string) 数値 (int32)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「chocolate drops, chocolate ice cream, chocolate bars,
chocolate dippers」の場合、次の関数はストリング「dippers」を返します。
Right(mylink.mystring1,7)

Soundex
SOUNDEX 評価用の標準的なオープン・アルゴリズムに基づき、音声的に (大体) 似ている一連の
単語を示すコードを返します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「Griffin」の場合、次の関数はコード「G615」を返します。
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Soundex(mylink.mystring1)

mylink.mystring1 がストリング「Griphin」の場合も、次の関数はコード「G615」を返します。
Soundex(mylink.mystring1)

スペース
n 個のスペース文字のストリングを返します。
v 入力: 長さ (int32)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mylength が数値 100 の場合、次の関数は 100 個のスペース文字を含むストリングを
返します。
Space(mylink.mylength)

SQuote
ストリングを単一引用符で囲みます。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング needs quotes の場合、次の関数はストリング 'needs quotes'
を返します。
SQuote(mylink.mystring1)

Str

ストリングを指定された回数繰り返します。
v

入力: ストリング (string) 繰り返し (int32)

v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring1 がストリング「choc」の場合、次の関数はストリング
「chocchocchocchocchoc」を返します。
Str(mylink.mystring1,5)

StripWhiteSpace
ストリングからすべての空白を削除してそのストリングを返します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング「too
「toomanyspaces」を返します。

many

spaces」の場合、次の関数はストリング

StripWhiteSpace(mylink.mystring)

Trim

ストリングの前後に付くスペースとタブをすべて削除し、ストリングの内部にあるものも 1 つに
減らします。引数 stripchar はオプションで、スペースまたはタブ以外の文字を指定します。引数
options はオプションで、実行するトリム。オペレーションのタイプを指定し、次の値を 1 つ以上
含みます。
A stripchar のすべてのオカレンスを削除します。
B stripchar の先頭および末尾のオカレンスを削除します。
D 先頭、末尾、および重複する空白文字を削除します。
E 末尾の空白文字を削除します。
F 先頭の空白文字を削除します。
L 先頭の stripchar のすべてのオカレンスを削除します。
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R 先頭、末尾、および重複する stripchar のオカレンスを削除します。
T 末尾の stripchar のすべてのオカレンスを削除します。
v 入力: ストリング (string) [stripchar (string)] [options (string)]
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング「 String with whitespace 」の場合、次の関数はストリング
「String with whitespace」を返します。
Trim(mylink.mystring)

mylink.mystring がストリング「..Remove..redundant..dots....」の場合、次の関数はストリング
「Remove.redundant.dots」を返します。
Trim(mylink.mystring,".")

mylink.mystring がストリング「Remove..all..dots....」の場合、次の関数はストリング
「Removealldots」を返します。
Trim(mylink.mystring,".","A")

mylink.mystring がストリング「Remove..trailing..dots....」の場合、次の関数はストリング
「Remove..trailing..dots」を返します。
Trim(mylink.mystring,".","T")

TrimB ストリングからすべての末尾のスペースとタブを削除します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング「too many trailing spaces
グ「too many trailing spaces」を返します。

」の場合、次の関数はストリン

TrimB(mylink.mystring)

TrimF ストリングからすべての先行スペースとタブを削除します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング「
too many leading spaces」の場合、次の関数はストリン
グ「too many leading spaces」を返します。
TrimF(mylink.mystring)

TrimLeadingTrailing
ストリングからすべての先頭および末尾のスペースとタブを削除します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: mylink.mystring がストリング「 too many spaces 」の場合、次の関数はストリング「too
many spaces」を返します。
TrimLeadingTrailing(mylink.mystring)

UpCase
ストリング中の小文字をすべて大文字に変換します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (string)
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v 例: mylink.mystring1 がストリング「CaMel cAsE」の場合、次の関数はストリング「CAMEL
CASE」を返します。
UpCase(mylink.mystring1)

ベクトル関数
ベクトル関数を使用して、ベクトル列のエレメントにアクセスすることができます。
この関数は、式エディターの「ベクトル」カテゴリーにあります。以下の例は、Transformer ステージの
「出力仕様」フィールドに表示される関数を示しています。
ElementAt
ベクトルのエレメントにアクセスします。ベクトル指標は 0 から開始されます。この関数は式の
一部または全体として使用できます。
v 入力: 入力列 (列名) 指標 (int)
v 出力: ベクトルのエレメント
v 例: 次の例は、列 mylink.myvector のベクトルの 3 番目のエレメントを出力します。
ElementAt(mylink.myvector, 2)

次の例は、列 mylink.myvector のベクトルの 3 番目のエレメントを出力し、1 を加算します。
ElementAt(mylink.myvector, 2) + 1

タイプ変換関数
タイプ変換関数を使用して、引数のタイプを変更します。
次の関数は、式エディターの「タイプ変換」カテゴリーにあります。大括弧は、引数がオプションであるこ
とを示します。デフォルトの日付形式は %yyyy-%mm-%dd です。
以下の例は、Transformer ステージの「出力仕様」フィールドに表示される関数を示しています。
Char

数字コード値から、ASCII 文字を生成します。オプションで、allow8bits 引数を指定して 8 ビット
ASCII 値に変換できます。
v 入力: コード (number), [allow8bits]
v 出力: 結果 (char)
v 例: 次の例では、ASCII コード 65 を文字 A として出力します。
Char(65)

DateToString
与えられた日付を表すストリングを返します。オプションで、ストリングのフォーマットを指定で
きます。
v 入力: 日付 (date), [フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (string)
v 例: 次の例では、列 mylink.mydate の日付をストリングに出力します。mylink.mydate が日付
18th August, 2009 の場合、出力ストリングは "2009-08-18" です。
DateToString(mylink.mydate)

次の例では、列 mylink.mydate の日付をフォーマット dd:mm:yyyy のストリングに出力します。
mylink.mydate が日付 18th August, 2009 の場合、出力ストリングは "18:08:2009" です。
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DateToString(mylink.mydate, "%dd:%mm:%yyyy")

DateToDecimal
与えられた日付をパック 10 進値として返します。ターゲットの 10 進数がスケールを指定してい
る場合、日付の一部が小数点の後ろに表示されます。オプションで、日付を 10 進数に保存する方
法を指定するフォーマット・ストリングを指定できます。デフォルトのフォーマット・ストリング
は "%yyyy%mm%dd" です。したがって、例えば日付 2009-08-25 は 10 進数 20090825 として保
存されます。 フォーマット・ストリングは、数値を含むフォーマットのみを指定できます。例え
ば、"%yyyy-%mm-%dd" などのフォーマット・ストリングは指定できません。これは、ハイフン文
字 (-) はパック 10 進数値に保存できないからです。以下のトークンは、10 進数値への変換また
は 10 進数値からの変換で有効です。
%yyyy (4 桁の年)
%yy (2 桁の年)
%NNNNyy (カットオフされた 2 桁の年)
%mm (2 桁の月)
%dd (2 桁の日 (月換算))
%ddd (3 桁の日 (年換算))
リテラルの桁数 0 から 9 も有効です。
v 入力: 基準日 (date) [, フォーマット (string)]
v 出力: 変換後の日付 (decimal)
v 例: 列 mylink.basedate が日付 2012-08-18 の場合、次の関数は日付を 10 進数 18082012 として
保存します。
DateToDecimal (mylink.basedate, "%dd%mm%yyyy")

列 mylink.basedate が日付 2012-08-18 で、ターゲット列の長さが 10、スケールが 2 の場合、次
の関数は日付を 10 進数 201208.18 として保存します。
DateToDecimal (mylink.basedate)

DecimalToDate
与えられたパック 10 進数を日付として返します。日付への変換において、10 進数の符号とスケ
ールは無視されます。オプションで、日付を 10 進数に保存する方法を指定するフォーマット・ス
トリングを指定できます。デフォルトのフォーマット・ストリングは "%yyyy%mm%dd" です。し
たがって、例えば日付 2009-08-25 は 10 進数 20090825 として保存されます。 フォーマット・ス
トリングは、数値を含むフォーマットのみを指定できます。例えば、"%yyyy-%mm-%dd" などのフ
ォーマット・ストリングは指定できません。これは、ハイフン文字 (-) はパック 10 進数値に保存
できないからです。以下のトークンは、10 進数値への変換または 10 進数値からの変換で有効で
す。
%yyyy (4 桁の年)
%yy (2 桁の年)
%NNNNyy (カットオフされた 2 桁の年)
%mm (2 桁の月)
%dd (2 桁の日 (月換算))
%ddd (3 桁の日 (年換算))
リテラルの桁数 0 から 9 も有効です。
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v 入力: 基準 10 進数 (decimal) [, フォーマット (string)]
v 出力: 日付
v 例: 列 mylink.mydecdata が値 18082012 の場合、次の関数は日付 2012-08-18 を返します。
DecimalToDate (mylink.basedate, "%dd%mm%yyyy")

列 mylink.mydecdata が値 -201208.18 の場合、次の関数は日付 2012-08-18 を返します。
DecimalToDate (mylink.basedate)

DecimalToDecimal
与えられた 10 進数を、ターゲット列定義に指定された精度とスケールの 10 進数で表したものを
返します。引数 rtype はオプションで丸め方式を指定し、次の値のいずれかにセットします。
「ceil」。ソース・フィールドを正の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 2、-1.6 -> -1
「floor」。ソース・フィールドを負の無限方向に丸めます。例: 1.6 -> 1、-1.4 -> -2
「round_inf」。ソース・フィールドを最も近い表現可能な値に四捨五入します。5 の値の場合、正
の値は正の無限方向に、負の値は負の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 1、1.5 -> 2、-1.4 ->
-1、-1.5 -> -2。
「trunc_zero」。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端の小数桁より右の小数桁をすべ
て切り捨てます。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨てられます。宛先が
10 進数でスケールが現在より小さい場合、宛先の 10 進数のスケール・サイズに合わせて丸める
か、切り捨てます。例: 1.6 -> 1、-1.6 -> -1。
v 入力: 10 進数 (decimal) [, 丸めタイプ (string)]
v 出力: 結果 (decimal)
v 例: 列 mylink.mydec が 10 進数 2.5345 の場合、次の関数は 10 進数 00000002.54 を返しま
す。
DecimalToDecimal(mylink.mydec,"ceil")

次の関数は 10 進数 00000002.53 を返します。
DecimalToDecimal(mylink.mydec,"floor")

次の関数は 10 進数 00000002.53 を返します。
DecimalToDecimal(mylink.mydec,"trunc_zero")

次の関数は 10 進数 00000002.53 を返します。
DecimalToDecimal(mylink.mydec,"round_inf")

これらすべての例で、ターゲットの 10 進数は長さが 10 でスケールが 2 です。
DecimalToDFloat
与えられた 10 進数を dfloat で表した値を返します。引数 "fix_zero" はオプションで、すべての
ゼロ 10 進数が有効とみなされることを指定します (デフォルトでは、すべてゼロの 10 進数は無
効として処理されます)。
v 入力: 10 進数 (decimal) [, "fix_zero"]
v 出力: 結果 (dfloat)
v 例: 列 mylink.mydec が 10 進数 00000004.00 の場合、次の関数は dfloat
4.00000000000000000E+00 を返します。
DecimalToDFloat(mylink.mydec,"fix_zero")
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列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.00 の場合、次の関数は dfloat 1.23440000000000000E+04
を返します。
DecimalToDFloat(mylink.mydec,"fix_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.120 の場合、次の関数は dfloat 1.23441200000000010E+04
を返します。
DecimalToDFloat(mylink.mydec,"fix_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.120 の場合、次の関数は dfloat 1.23441200000000010E+04
を返します。
DecimalToDFloat(mylink.mydec)

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.000 の場合、次の関数は dfloat 1.23440000000000000E+04
を返します。
DecimalToDFloat(mylink.mydec)

DecimalToString
与えられた 10 進数をストリングとして返します。引数 "fix_zero" はオプションで、すべてのゼロ
10 進数が有効とみなされることを指定します (デフォルトでは、すべてゼロの 10 進数は無効とし
て処理されます)。これは、パック 10 進表記のすべてのコンテンツ桁だけでなくすべての符号ビッ
トがゼロである場合をカバーします。このキャストは、"fix_zero" が真でない限り有効とはみなさ
れません。
v 入力: 10 進数 (decimal) [, "fix_zero"]
v 出力: 結果 (string)
v 例: 列 mylink.mydec が 10 進数 00000004.00 の場合、次の関数はストリング "4" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec,"suppress_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00000004.00 の場合、次の関数はストリング
"0000000000000000000000000004.0000000000" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec,"fix_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.00 の場合、次の関数はストリング "12344" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec,"suppress_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.00 の場合、次の関数はストリング
"0000000000000000000000012344.0000000000" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec,"fix_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.120 の場合、次の関数はストリング
"0000000000000000000000012344.1200000000" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec,"fix_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.120 の場合、次の関数はストリング "12344.12" を返しま
す。
DecimalToString(mylink.mydec,"suppress_zero")

列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.120 の場合、次の関数はストリング
"0000000000000000000000012344.120000000" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec)
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列 mylink.mydec が 10 進数 00012344.000 の場合、次の関数はストリング
"0000000000000000000000012344.0000000000" を返します。
DecimalToString(mylink.mydec)

DecimalToTime
与えられたパック 10 進数を時間として返します。オプションで、時間を 10 進数に保存する方法
を指定するフォーマット・ストリングを指定できます。デフォルトのフォーマット・ストリングは
" %hh%nn%ss" です。したがって、例えば時間 14:03:22 は 10 進数 140322 として保存されま
す。フォーマット・ストリングは、数値を含むフォーマットのみを指定できます。例えば、
"%hh:%nn:%ss" などのフォーマット・ストリングは指定できません。これは、コロン文字 (:) はパ
ック 10 進数値に保存できないからです。以下のトークンは、10 進数値への変換または 10 進数
値からの変換で有効です。
%hh (24 時間時計を使用した 2 桁の時間)
%nn (2 桁の分)
%ss (2 桁の秒)
%ss.N (2 桁の秒と、許可される小数桁数。小数桁数は 0 から 6 までです)。
リテラルの桁数 0 から 9 も有効です。
指定されたフォーマットにマイクロ秒が含まれている場合 (例: %ss.4)、小数点の位置は 10 進数値
の中にあると推論されます。小数点の位置は、10 進数の指定されたスケールと一致しなくてもか
まいません (例えば、スケール = 4)。
v 入力: 時間 (time) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (decimal)
v 例: 列 mylink.mytimedec が 10 進数値 200658 の場合、次の関数は時間 20:06:58 を返します。
DecimalToTime(mylink.mytimedec)

列 mylink.mytimedec が 10 進数値 580620 の場合、次の関数は時間 20:06:58 を返します。
DecimalToTime(mylink.mytimedec, "%ss%nn%hh")

DecimalToTimestamp
与えられたパック 10 進数をタイム・スタンプとして返します。オプションで、タイム・スタンプ
を 10 進数に保存する方法を指定するフォーマット・ストリングを指定できます。デフォルトのフ
ォーマット・ストリングは " %yyyy%mm%dd%hh%nn%ss" です。したがって、例えばタイム・ス
タンプ 2009-08-25 14:03:22 は 10 進数 20090825140322 として保存されます。 フォーマット・ス
トリングは、数値を含むフォーマットのみを指定できます。例えば、"%yyyy/%mm/%dd%hh:%nn:
%ss" などのフォーマット・ストリングは指定できません。これは、スラッシュ文字 (/) およびコ
ロン文字 (:) はパック 10 進数値に保存できないからです。以下のトークンは、10 進数値への変
換または 10 進数値からの変換で有効です。
%yyyy (4 桁の年)
%yy (2 桁の年)
%NNNNyy (カットオフされた 2 桁の年)
%mm (2 桁の月)
%dd (2 桁の日 (月換算))
%ddd (3 桁の日 (年換算))
%hh (24 時間時計を使用した 2 桁の時間)
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%nn (2 桁の分)
%ss (2 桁の秒)
%ss.N (2 桁の秒と、許可される小数桁数。小数桁数は 0 から 6 までです)。
リテラルの桁数 0 から 9 も有効です。
指定されたフォーマットにマイクロ秒が含まれている場合 (例: %ss.4)、小数点の位置は 10 進数値
の中にあると推論されます。小数点の位置は、10 進数の指定されたスケールと一致しなくてもか
まいません (例えば、スケール = 4)。
v 入力: タイム・スタンプ (timestamp) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (decimal)
v 例: 列 mylink.mytimestampdec が値 19580818200658 の場合、次の関数はタイム・スタンプ
1958–08–18 20:06:58 を返します。
DecimalToTimestamp(mylink.mytimestampdec)

列 mylink..mytimestampdec が 10 進数値 200658580818 の場合、次の関数はタイム・スタンプ
1958–08–18 20:06:58 を返します。
DecimalToTimestamp(mylink.mytimestampdec, "%hh%nn%ss%yy%mm%dd")

DFloatToDecimal
与えられた dfloat 値を 10 進数で表した値を返します。引数 rtype はオプションで丸め方式を指定
し、次の値のいずれかにセットします。
「ceil」。ソース・フィールドを正の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 2、-1.6 -> -1
「floor」。ソース・フィールドを負の無限方向に丸めます。例: 1.6 -> 1、-1.4 -> -2
「round_inf」。ソース・フィールドを最も近い表現可能な値に四捨五入します。5 の値の場合、正
の値は正の無限方向に、負の値は負の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 1、1.5 -> 2、-1.4 ->
-1、-1.5 -> -2。
「trunc_zero」。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端の小数桁より右の小数桁をすべ
て切り捨てます。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨てられます。宛先が
10 進数でスケールが現在より小さい場合、宛先の 10 進数のスケール・サイズに合わせて丸める
か、切り捨てます。例: 1.6 -> 1、-1.6 -> -1。
v 入力: 数値 (dfloat), [丸めタイプ (string)]
v 出力: 結果 (decimal)
v 例: 列 mylink.myfloat が dfloat 数 2.534 の場合、次の関数は 10 進数 00000002.54 を返しま
す。
DFloatToDecimal(mylink.mydec,"ceil")

列 mylink.myfloat が dfloat 数 2.534 の場合、次の関数は 10 進数 00000002.53 を返します。
DFloatToDecimal(mylink.mydec,"floor")

列 mylink.myfloat が dfloat 数 2.534 の場合、次の関数は 10 進数 00000002.53 を返します。
DFloatToDecimal(mylink.mydec,"trunc_zero")

列 mylink.myfloat が dfloat 数 2.534 の場合、次の関数は 10 進数 00000002.53 を返します。
DFloatToDecimal(mylink.mydec,"round_inf")
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DfloatToStringNoExp
与えられた dfloat を、指定のスケールを使用して指数なしのストリング表現で返します。
v 入力: 数値 (dfloat), スケール (string)]
v 出力: 結果 (string)
v 例: 列 mylink.myfloat が dfloat 数 2.534 の場合、次の関数はストリング 00000002.50 を返しま
す。
DfloatToStringNoExp(mylink.myfloat,2)

IsValid
与えられたストリングが指定されたタイプで有効かどうかを返します。有効なタイプは "date"、
"decimal"、 "dfloat"、 "sfloat"、 "int8"、 "uint8"、 "int16"、 "uint16"、 "int32"、 "uint32"、
"int64"、 "uint64"、 "raw"、 "string"、 "time"、 "timestamp"、 "ustring" です。 日付、時刻、およ
びタイム・スタンプのデータ・タイプについては、オプションでフォーマット・ストリングを指定
できます。フォーマット・ストリングは、入力データが日付、時刻、またはタイム・スタンプのデ
フォルトのフォーマットと異なる場合に、使用するフォーマットを記述します。日付のデフォルト
のフォーマットは %yyyy-%mm-%dd です。時刻のデフォルトのフォーマットは "%hh:%mm:%ss"
です。 タイム・スタンプのデフォルトのフォーマットは "%yyyy-%mm-%dd %hh:%mm:%ss" で
す。この関数は警告をログに記録しません。
v 入力: タイプ (string), テスト・ストリング (string)[, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (int8)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング "1" の場合、次の関数は値 1 を返します。
IsValid("int8",mylink.mystring)

列 mylink.mystring がストリング "380096.06" の場合、次の関数は値 0 を返します。
IsValid("int8",mylink.mystring)

IsValidDate
与えられた値がタイプ date で有効かどうかを返します。この関数は警告をログに記録します。
v 入力: テスト日付 (date)
v 出力: 結果 (int8)
v 例: 列 mylink.mydate が日付 2011-09-13 の場合、次の関数は値 1 を返します。
IsValidDate(mylink.mydate)

列 mylink.mydate がストリング "380096.06" の場合、次の関数は値 0 を返します。これは、変
換されたストリングが有効な日付ではないからです。
IsValidDate(StringToDate (mylink.mydate))

IsValidDecimal
与えられた値がタイプ decimal で有効かどうかを返します。allzerosflag が 0 に設定されている場
合、すべてゼロの表記は無効です。allzerosflag は、デフォルトでゼロに設定されています。
v 入力: テスト値 (decimal) [, allzerosflag (uint8)]
v 出力: 結果 (int8)
v 例: 列 mylink.mynum が値 310007.65 の場合、次の関数は値 1 を返します。
IsValidDecimal(mylink.mynum)

列 mylink.mynum がストリング "wake-robin" の場合、次の関数は値 0 を返します。これは、変
換されたストリングが有効な 10 進数ではないからです。

840

パラレル・ジョブ開発者ガイド

IsValidDecimal(StringToDecimal (mylink.mynum))

IsValidTime
与えられた時刻がタイプ time で有効かどうかを返します。
v 入力: テスト時間 (time)
v 出力: 結果 (int8)
v 例: 列 mylink.mytime が日付 23:09:22 の場合、次の関数は値 1 を返します。
IsValidTime(mylink.mytime)

列 mylink.mydate がストリング "IbnKayeed" の場合、次の関数は値 0 を返します。これは、変
換されたストリングが有効な時刻ではないからです。
IsValidTime(StringToTime (mylink.mytime))

IsValidTimestamp
与えられた値がタイプ timestamp で有効かどうかを返します。
v 入力: テスト・タイム・スタンプ (timestamp)
v 出力: 結果 (int8)
v 例: 列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 2011-09-13 23:09:22 の場合、次の関数は値 1
を返します。
IsValidTimestamp(mylink.mytimestamp)

列 mylink.mytimestamp がストリング "one of two" の場合、次の関数は値 0 を返します。これ
は、変換されたストリングが有効なタイム・スタンプではないからです。
IsValidTimestamp(StringToTimestamp (mylink.mytimestamp))

RawNumAt
指定された raw フィールドの指定された指標値にある整数値を返します。指標は 0 から開始され
ます。
v 入力: raw フィールド (raw), 指標 (int32)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: 列 mylink.myraw がストリング "hello" から取得する未加工値の場合、次の関数は整数 0x68
(文字 h の ASCII コード) を返します。
RawNumAt(mylink.myraw, 0)

列 mylink.myraw がストリング "hello" から取得する未加工値の場合、次の関数は 0 を返しま
す。これは、指定された指標が範囲外だからです。
RawNumAt(mylink.myraw, 12)

RawToString
与えられた未加工値をストリング表記として返します。未加工入力値に、出力ストリングが使用さ
れるターゲットの文字セット内で文字として有効なバイト・シーケンスを含むことを保証する必要
があります。例えば、未加工値 { 0xE0 0x41 0x42 } は UTF-8 文字の有効なシーケンスではあり
ません。これは、先頭のバイト 0xE0 に [0x80..0xBF] の範囲内のバイトが続くはずだからです。
未加工値 { xE0 x41 x42 } が RawToString 関数に渡されると、出力ストリングが UTF-8 でエン
コードされているものとしてアクセスされたときにエラーが起きることがあります。
v 入力: RAW フィールド (raw)
v 出力: 結果 (string)
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v 例: 列 mylink.myraw が値 { 0x31 0x31 0x30 0x35 0x32 0x32 0x30 0x39 } の場合、次の関数は
ストリング "11052209" を返します。
RawNumAt(mylink.myraw)

Seq

ASCII 文字から数字コード値を生成します。オプションで、allow8bits 引数を指定して 8 ビット
ASCII 値に変換できます。
v 入力: Seq (char)
v 出力: 結果 (number)
v 例: 次の例では、文字 A を ASCII コード 65 として出力します。
Seq("A")

SeqAt 与えられたストリングの指定された位置の文字の数字コード・ポイント値を返します。指標は 0
から開始されます。指定された指標が範囲外の場合、関数は 0 を返します。
v 入力: 基本ストリング (string), 指標 (int32)
v 出力: 結果 (int32)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング "horse" の場合、次の関数は値 0x6F (すなわち、文字 o の
ASCII 値)を返します。
SeqAt(mylink.mystring, 1)

StringToDate
与えられたストリングを、指定された形式の日付に変換して返します。ストリングの日付がデフォ
ルトのフォーマット yyyy-mm-dd の場合は、フォーマット・ストリングを指定する必要はありませ
ん。
v 入力: ストリング (string) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (date)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング ″1958–08–18″の場合、次の関数は日付 1958–08–18 を返
します。
StringToDate(mylink.mystring)

列 mylink.mystring がストリング ″18:08:1958" の場合、次の関数は日付 1958–08–18 を返しま
す。
StringToDate(mylink.mystring,"%dd:%mm:%yyyy")

StringToDecimal
与えられたストリングを 10 進表記として返します。引数 rtype はオプションで丸め方式を指定
し、次の値のいずれかにセットします。
「ceil」。ソース・フィールドを正の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 2、-1.6 -> -1
「floor」。ソース・フィールドを負の無限方向に丸めます。例: 1.6 -> 1、-1.4 -> -2
「round_inf」。ソース・フィールドを最も近い表現可能な値に四捨五入します。5 の値の場合、正
の値は正の無限方向に、負の値は負の無限方向に丸めます。例: 1.4 -> 1、1.5 -> 2、-1.4 ->
-1、-1.5 -> -2。
「trunc_zero」。符号に関係なく、宛先でサポートされている右端の小数桁より右の小数桁をすべ
て切り捨てます。例えば、宛先が integer の場合は、すべての小数桁が切り捨てられます。宛先が
10 進数でスケールが現在より小さい場合、宛先の 10 進数のスケール・サイズに合わせて丸める
か、切り捨てます。例: 1.6 -> 1、-1.6 -> -1。
v 入力: ストリング (string), [丸めタイプ (string)]
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v 出力: 結果 (decimal)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング "19982.22" で、ターゲットが精度 7 とスケール 2 を持つ
と定義されている場合、次の関数は 10 進数 19983.22 を返します。
StringToDecimal(mylink.mystring)

列 mylink.mystring がストリング "19982.2276" で、ターゲットが精度 7 とスケール 2 を持つと
定義されている場合、次の関数は 10 進数 19983.23 を返します。
StringToDecimal(mylink.mystring,"ceil")

StringToRaw
ストリングを RAW 形式に変換して返します。
v 入力: ストリング (string)
v 出力: 結果 (raw)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング「hello」で、ターゲット列がバイナリー・タイプと定義さ
れている場合、次の関数は値 { 0x68 0x65 0x6C 0x6C 0x6F } を返します。
StringToRaw(mylink.mystring)

StringToTime
与えられたストリングを時刻に変換して返します。
v 入力: ストリング (string), [フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (time)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング「20:06:58」の場合、関数は時刻 20:06:58 を返します。
StringToTime(mylink.mystring)

列 mylink.mystring がストリング「20: 6:58」の場合、関数は時刻 20:06:58 を返します。
StringToTime(mylink.mystring,"%(h,s):$(n,s):$(s,s)")

StringToTimestamp
与えられたストリングを時刻に変換して返します。
v 入力: ストリング (string), [フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (time)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング「1958–08–08 20:06:58」の場合、関数はタイム・スタンプ
1958–08–08 20:06:58 を返します。
StringToTimestamp(mylink.mystring)

列 mylink.mystring がストリング「8/ 8/1958 20: 6:58」の場合、関数はタイム・スタンプ
1958–08–08 20:06:58 を返します。
StringToTimestamp(mylink.mystring, "%(d,s)/%(m,s)/%yyyy%(h,s):$(n,s):$(s,s)")

StringToUstring
与えられたストリングから ustring を返します。オプションで指定されたマップ (指定がない場合
はプロジェクトのデフォルト) が使用されます。
v 入力: ストリング (string), [マップ名 (string)]
v 出力: 結果 (ustring)
v 例: 列 mylink.mystring がストリング「11052009」の場合、関数は ustring 「11052009」を返しま
す。
StringToUstring(mylink.mystring)
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TimestampToDate
与えられたタイム・スタンプを日付に変換して返します。
v 入力: タイム・スタンプ (timestamp)
v 出力: 結果 (date)
v 例: 列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 1958–08–18 20:06:58 の場合、次の関数は日付
1958–08–18 を返します。
TimestampToDate(mylink.mytimestamp)

TimestampToDecimal
与えられたタイム・スタンプをパック 10 進数として返します。オプションで、タイム・スタンプ
を 10 進数に保存する方法を指定するフォーマット・ストリングを指定できます。デフォルトのフ
ォーマット・ストリングは " %yyyy%mm%dd%hh%nn%ss" です。したがって、例えばタイム・ス
タンプ 2009-08-25 14:03:22 は 10 進数 20090825140322 として保存されます。 フォーマット・ス
トリングは、数値を含むフォーマットのみを指定できます。例えば、"%yyyy/%mm/%dd%hh:%nn:
%ss" などのフォーマット・ストリングは指定できません。これは、スラッシュ文字 (/) およびコ
ロン文字 (:) はパック 10 進数値に保存できないからです。以下のトークンは、10 進数値への変
換または 10 進数値からの変換で有効です。
%yyyy (4 桁の年)
%yy (2 桁の年)
%NNNNyy (カットオフされた 2 桁の年)
%mm (2 桁の月)
%dd (2 桁の日 (月換算))
%ddd (3 桁の日 (年換算))
%hh (24 時間時計を使用した 2 桁の時間)
%nn (2 桁の分)
%ss (2 桁の秒)
%ss.N (2 桁の秒と、許可される小数桁数。小数桁数は 0 から 6 までです)。
リテラルの桁数 0 から 9 も有効です。
指定されたフォーマットにマイクロ秒が含まれている場合 (例: %ss.4)、小数点の位置は 10 進数値
の中にあると推論されます。小数点の位置は、10 進数の指定されたスケールと一致しなくてもか
まいません (例えば、スケール = 4)。
v 入力: タイム・スタンプ (timestamp) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (decimal)
v 例: 列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 1958–08–18 20:06:58 の場合、次の関数は 10
進数値 19580818200658 を返します。
TimestampToDecimal(mylink.mytimestamp)

列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 1958–08–18 20:06:58 の場合、次の関数は 10 進数
値 200658580818 を返します。
TimestampToDecimal(mylink.mytimestamp, "%hh%nn%ss%yy%mm%dd")

TimestampToString
与えられたタイム・スタンプをストリングに変換して返します。
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v 入力: タイム・スタンプ (timestamp) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (string)
v 例: 列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 1958–08–1820:06:58 の場合、関数はストリング
"1958–08–1820:06:58" を返します。
TimestampToString(mylink.mytimestamp)

列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 1958–08–18 20:06:58 の場合、関数はストリング
"18/08/1958" を返します。
TimestampToString(mylink.mytimestamp, "%dd/%mm/%yyyy %hh:$nn:$ss")

TimestampToTime
与えられたタイム・スタンプをストリング表記に変換して返します。
v 入力: タイム・スタンプ (timestamp)
v 出力: 結果 (time)
v 例: 列 mylink.mytimestamp がタイム・スタンプ 1958–08–18 20:06:58 の場合、関数は時刻
20:06:58 を返します。
TimestampToTime(mylink.mytimestamp)

TimeToString
与えられた時刻をストリングに変換して返します。
v 入力: タイム・スタンプ (timestamp) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (time)
v 例: 列 mylink.mytime が時刻 20:06:58 の場合、次の関数はストリング "20:06:58" を返します。
TimeToString(mylink.mytime)

列 mylink.mytime が時刻 20:06:58 の場合、次の関数はストリング「58:06:20」を返します。
TimeToString(mylink.mytime, "%ss:$nn:$hh")

TimeToDecimal
与えられた時刻をパック 10 進数として返します。オプションで、時間を 10 進数に保存する方法
を指定するフォーマット・ストリングを指定できます。デフォルトのフォーマット・ストリングは
" %hh%nn%ss" です。したがって、例えば時間 14:03:22 は 10 進数 140322 として保存されま
す。フォーマット・ストリングは、数値を含むフォーマットのみを指定できます。例えば、
"%hh:%nn:%ss" などのフォーマット・ストリングは指定できません。これは、コロン文字 (:) はパ
ック 10 進数値に保存できないからです。以下のトークンは、10 進数値への変換または 10 進数
値からの変換で有効です。
%hh (24 時間時計を使用した 2 桁の時間)
%nn (2 桁の分)
%ss (2 桁の秒)
%ss.N (2 桁の秒と、許可される小数桁数。小数桁数は 0 から 6 までです)。
リテラルの桁数 0 から 9 も有効です。
指定されたフォーマットにマイクロ秒が含まれている場合 (例: %ss.4)、小数点の位置は 10 進数値
の中にあると推論されます。小数点の位置は、10 進数の指定されたスケールと一致しなくてもか
まいません (例えば、スケール = 4)。
v 入力: 時間 (time) [, フォーマット (string)]
v 出力: 結果 (decimal)
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v 例: 列 mylink.mytime が時刻 20:06:58 の場合、次の関数は 10 進数値 200658 を返します。
TimeToDecimal(mylink.mytime)

列 mylink.mytime が日付 20:06:58 の場合、次の関数は 10 進数値 580620 を返します。
TimeToDecimal(mylink.mytime, "%ss%nn%hh")

UstringToString
与えられた ustring からストリングを返します。オプションで、指定されたマップ (指定がない場
合はプロジェクトのデフォルト) が使用されます。
v 入力: ストリング (ustring) [, マップ名 (string)]
v 出力: 結果 (string)
v 例: 列 mylink.myustring が ustring 「11052009」の場合、次の関数はストリング「11052009」を
返します。
UstringToString(mylink.myustring)

ユーティリティー関数
ユーティリティー関数により、さまざまな目的を指定します。ユーティリティー関数の一例としては、
GetEnvironment、GetSavedInputRecord、および NextSKChain があります。
次の関数は、「ユーティリティー」カテゴリーにあります (大括弧は引数がオプションであることを示しま
す)。
GetEnvironment
指定された環境変数の値を返します。
v 入力: 環境変数 (string)
v 出力: 結果 (string)
v 例: 環境変数名 APT_RDBMS_COMMIT_ROWS の値を照会した場合、次の出力仕様は値
「2048」を返すことがあります。
GetEnvironment("APT_RDBMS_COMMIT_ROWS")

GetSavedInputRecord
この関数は、Transformer ステージの入力リンク上のデータのアグリゲートを実装するために使用
されます。GetsSavedInputRecord 関数は、以前にキャッシュ領域に保存した入力行を取り出すため
に呼び出します。この関数は、キャッシュから次の入力行を (キャッシュに保存された順に) 取り
出し、それを現行の入力行にします。取り出された行は、それまでの現行入力行をオーバーライド
するため、入力行の値を使用している出力仕様は、以前の現行入力行ではなくキャッシュから取り
出された入力行の列の値を使用します。 GetSavedInputRecord は、ループ変数の出力仕様内で呼び
出さなければなりません。それ以外の場所からは呼び出しできません。例えば、
GetSavedInputRecord をループ条件式内で呼び出すことはできません。GetSavedInputRecord を複数
回呼び出して、各呼び出しごとに次のキャッシュされた行を取り出すことができます。
SaveInputRecord 関数を使用して、行をキャッシュに保管します。GetSavedInputRecord は、キャッ
シュから取り出されたキャッシュ索引番号を返します。
v 入力: v 出力: 索引キャッシュ索引番号
v 例: 次の例は、Transformer ステージ内の SavedRecordIndex という名前のループ変数の出力仕様
です。
SavedRecordIndex:
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NextSKChain
この関数は、SK チェーン目的コードを持つ列の出力仕様として、Slowly Changing Dimension ステ
ージで使用されます。 この関数は Transformer ステージでは使用されません。NextSKChain は、
チェーンの次の行の代理キー列の値、またはチェーン内の最後のレコード用に使用するよう指定さ
れた値を返します。
v 入力: 最後のチェーン値 (int64)
v 出力: 代理キー値 (int64)
v 例: 次の関数を SCD ステージ内で SKChain 列の出力仕様フィールドに指定すると、出力列に
はチェーンの次のレコードの代理キーの値、またはこれがチェーン内の最後の行である場合は
180858 が含まれます。
NextSKChain(180858)

NextSurrogateKey
次の代理キーの値を返します。代理キー・ソースをセットアップ済みで、「トランスフォーマー・
プロパティー」ウィンドウの「ステージ」ページの「代理キー」タブの詳細を定義済みである必要
があります。
v 入力: v 出力: 代理キー値 (int64)
v 例。 代理キー列の出力仕様フィールドには、次の関数が含まれます。
NextSurrogateKey()

PrevSKChain
この関数は、SK チェーン目的コードを持つ列の出力仕様として、Slowly Changing Dimension ステ
ージで使用されます。 この関数は Transformer ステージでは使用されません。PrevSKChain は、
チェーンの前のレコードの代理キー列の値、またはチェーン内の最初のレコード用に使用するよう
指定された値を返します。
v 入力: 最初のチェーン値 (int64)
v 出力: 代理キー値 (int64)
v 例: 次の関数を SCD ステージ内で SKChain 列の出力仕様フィールドに指定すると、出力列に
はチェーンの前のレコードの代理キーの値、またはこれがチェーン内の最後の行である場合は
121060 が含まれます。
PrevSKChain(121060)

SaveInputRecord
この関数は、Transformer ステージの入力リンク上のデータのアグリゲートを実装するために使用
されます。SaveInputRecord 関数は、現行入力行のコピーをキャッシュ領域に保存するために呼び
出します。この関数は、1 から開始したキャッシュ内のレコード数を返します。SaveInputRecord
は、 Transformer ステージ内のステージ変数の出力仕様内から呼び出すことができます。
SaveInputRecord は、同じ入力行から複数回呼び出すことができます。最初の呼び出しでは入力行
がキャッシュに追加され、その後関数が呼び出されるたびにその同じ入力行が重複してキャッシュ
に追加されます。したがって、例えば SaveInputRecord が 1 つの入力行に対して 3 回呼び出され
る場合、キャッシュには元の入力行と同じ行が 3 行含まれます。保存した行を取り出すには、
GetSavedInputRecord を使用します。
v 入力: v 出力: キャッシュ・レコード数 (int64)
v 例: 次の例は、Transformer ステージ内の NumSavedRecords という名前のステージ変数の出力仕
様です。
付録 B. パラレル変換処理関数
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NumSavedRecords:
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付録 C. フィラー
シンプル・フラット・ファイルまたはコンプレックス・フラット・ファイルを表す COBOL ファイル定義
から列をロードすると、フィラーが作成されます。ファイル定義には数百の列が含まれることがあるため、
選択しない一連の列を縮小して、FILLER 項目にまとめることができます。これで列のバイト・オーダーを
保守でき、ストレージ・スペースと処理時間を節約できます。
この付録では、タイプが異なる COBOL 構造でのフィラー作成の例を示し、後で列の再選択が必要になっ
た場合に、それらのフィラーを展開する方法を説明します。

フィラーの作成
ほかのパラレル・ステージと異なり、Complex Flat File ステージにはステージ列があります。Complex Flat
File ステージの「ステージ」ページの「レコード」タブで列をロードします。
最初に、「表定義」ウィンドウから表を選択します。次に、「表の列の選択」ウィンドウで列を選択しま
す。このウィンドウには「使用可能な列」のツリーがあり、グループや配列などの COBOL 構造が表示さ
れます。また、「選択された列」には、ステージにロードされる列のリストが表示されます。「フィラーを
生成」チェック・ボックスはデフォルトで選択されています。
「レコード」タブに列が表示される際、選択されなかった列には FILLER 項目が表示されます。FILLER
列は、ネイティブの CHARACTER データ・タイプであり、名前は FILLER_XX_YY (XX は開始オフセッ
ト、YY は終了オフセット) になります。グループ配列または OCCURS DEPENDING ON (ODO) 列のエ
レメントに対応するフィラーの名前は FILLER_NN になります。ここで、NN はエレメント番号です。NN
は 1 から始まります。選択されなかった最初のグループ・エレメントが 1 になり、それ以降、順に番号が
付けられます。ODO 列に続くフィラーも順番に番号付けされます。
フィラー列を含む列定義のレベル番号は、Complex Flat File ステージにロードされたあとで変更されま
す。ただし、元々の構造は保持されます。

フィラー生成ルール
フィラー生成のルールは、フィラー列で置換されるすべての列のストレージ長を維持するようにデザインさ
れています。このようなデザインにより、フィラー列は展開が可能で、それぞれ正しい名前、データ・タイ
プ、ストレージ長を保持する元々の定義列のセットに戻すことができます。

手順
1.

フィラー列は、1 つ以上のオリジナル列を、置換される個々の列のストレージ長の合計と等しいストレ
ージ長で置換します。

2. 列レベル番号が小さくなると、別個のフィラーが生成されます。例えば、レベル 10 の列の下にレベル
05 の列が続いていて、その両方が選択されなかった場合、レベル 05 とレベル 10 に対するフィラーが
別々に生成されます。
3. ODO 列とその列が「依存」する列は自動的に選択され、フィラー列に置き換わりません。
4. REDEFINES 列が選択されると、その列が再定義している列も自動的に選択され、フィラー列の一部に
はなりません。
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5. 2 つのフィラーが同じストレージ・オフセットを共有する場合 (REDEFINES 列のように)、続くフィラ
ーの名称は FILLER_XX_YY_NN (NN は 1 で始まるシーケンス番号) になります。
6. OCCURS 節を含んでいる親の子がフィラーの開始列または終了列の場合、生成される FILLER 名は
FILLER_XX_YY の代わりに FILLER_NN になります。

タスクの結果
残りのルールについては、以降の例で説明します。

フィラーの生成例
フィラーの生成に関連する例を示します。以降の例では、グループ、REDEFINES、配列に対するフィラー
の生成を、異なる列選択のシナリオを使用して説明します。
以降の例では、グループ、REDEFINES、配列に対するフィラーの生成を、異なる列選択のシナリオを使用
して説明します。ソース表には、単一の列、列を再定義するグループ、配列を持ちネストされるグループ、
および別の列を再定義する列が含まれます。
05
05
05

05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
10 GRP2
15 D1
15 D2
15 D3
E
F
G

PIC X(1).
PIC X(8).
REDEFINES B.
PIC X(1).
PIC X(1).
OCCURS 2 TIMES.
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC 9(1) REDEFINES E.
PIC X(1).

単純な列の選択
表から単純な列を選択した場合、どのようになるかを示します。
表から単純な列 A が選択されたとします。「列」タブには、FILLER_2_11 という名前で、長さ 10 のフ
ィラーが 1 つ生成されます。長さは、列 B (8)、列 E (1)、列 G (1) の長さの合計を表します。GRP1 と
そのエレメントは、選択されていない他の列を再定義しているため、列 F と共に除外されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 162. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

A

PIC X(1).

1

1

1

FILLER_2_11

PIC X(10).

2

11

10

グループによって再定義される列の選択
グループによって再定義される列を選択した場合、どのようになるかを示します。
GRP1 によって再定義される列 B を選択したとします。 2 つのフィラーが生成されます。1 つは列 A に
対するフィラーで、もう 1 つは列 E と列 G に対するフィラーです。GRP1 は列 B を再定義しているた
め、そのエレメントと一緒にドロップされます。また、列 F は、列 E を再定義しているため同様にドロ
ップされます。ドロップされた列は、フィラーの展開時に使用可能になります ( 856 ページの『フィラーの
展開』を参照)。
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ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 163. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

FILLER_2_11

PIC X(2).

10

11

2

列を再定義しているグループ列の選択
別の列を再定義するグループ列を選択した場合、どのようになるかを示します。
次に、他の列 (B) を再定義しているグループ列 (GRP1) が選択された場合を検討します。この場合は、3
つのフィラーが生成されます。1 つは、列 A、1 つは、列 C1 から D3 (これらは GRP1 の一部)、1 つ
は、列 E と G に対するフィラーです。列 B は、選択されたグループ列によって再定義されているため保
持されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 164. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(8).

2

9

8

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_2_9
FILLER_10_11

グループ・エレメントの選択
グループ・エレメントを選択した場合、どのようになるかを示します。
次に、グループ・エレメント (C1) が単独で選択された場合を検討します。 3 つのフィラーが生成されま
す。1 つは、列 A、1 つは、列 C2 から D3 まで、1 つは、列 E と G に対するフィラーです。GRP1 の
エレメントが選択されて、さらに GRP1 は、列 B を再定義しているため、列 B と GRP1 の両方が保持
されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 165. ファイル・レイアウト 1
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

C1

PIC X(1).

2

2

1

FILLER_3_9

PIC X(7).

3

9

7

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_10_11
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次の例は、異なるグループのエレメント (この例では、列 C2) が選択された場合を示します。 4 つのフィ
ラーが生成されます。1 つは、列 A、1 つは、列 C1、1 つは GRP2 とそのエレメント、そして 1 つは、
列 E と G に対するフィラーです。列 B と GRP1 は、前述の場合と同じ理由で保持されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 166. ファイル・レイアウト 2
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_2

PIC X(1).

2

2

1

C2

PIC X(1).

3

3

1

FILLER_4_9

PIC X(6).

4

9

6

PIC X(2).

10

11

2

FILLER_10_11

グループ配列の列の選択
グループ配列の列を選択した場合、どのようになるかを示します。
次にグループ配列の列 (GRP2) が選択されて、現状のまま渡された場合を検討します。 4 つのフィラーが
生成されます。1 つは、列 A、1 つは、列 C1 と C2、1 つは、列 D1 から D3 まで、そして 1 つは、列
E と G に対するフィラーです。 GRP2 は、GRP1 の中にネストされ、さらに GRP1 は列 B を再定義し
ているため、列 B と GRP1 の両方が保持されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 167. ファイル・レイアウト 1
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_3

PIC X(2).

2

3

2

GRP2

OCCURS 2 TIMES.

4

9

6

10

11

2

FILLER_1
FILLER_10_11

PIC X(3).
PIC X(2).

選択された配列の列 (GRP2) がフラット化されると、両方のオカレンス (GRP2 と GRP2_2) がこのステー
ジにロードされます。ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 168. ファイル・レイアウト 2
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(2).

2

3

2

4

6

3

FILLER_2_3
GRP2
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表 168. ファイル・レイアウト 2 (続き)
列
FILLER_1

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

PIC X(3).

4

6

3

7

9

3

PIC X(3).

7

9

3

PIC X(2).

10

11

2

GRP2_2
FILLER_1_2
FILLER_10_11

配列エレメントの選択
グループ配列の中のエレメントを選択した場合、どのようになるかを示します。
グループ配列のエレメント (D1) が選択されたとします。配列 GRP2 が現状のまま渡されると、列 A、列
C1 と C2、列 D2 と D3、そして列 E と G に対してフィラーが生成されます。列 B、GRP1、および
GRP2 は、前述の場合と同じ理由で保持されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 169. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

FILLER_2_3

PIC X(2).

2

3

2

GRP2

OCCURS 2 TIMES.

4

9

6

D1

PIC X(1).

1

FILLER_1

PIC X(2).

2

FILLER_10_11

PIC X(2).

10

11

2

別の列によって再定義される列の選択
別の列によって再定義される列を選択した場合、どのようになるかを示します。
次に、別の列によって再定義される列 E を選択した場合を検討します。 2 つのフィラーが生成されま
す。1 つは、列 A から D3 まで、もう 1 つは、列 G に対するフィラーです。列 F は、列 E を再定義
しているためドロップされますが、展開で使用することができます ( 856 ページの『フィラーの展開』を参
照してください)。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 170. ファイル・レイアウト 1
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_9

PIC X(9).

1

9

9

E

PIC X(1).

10

10

1

FILLER_10_11

PIC X(1).

11

11

1

REDEFINE 列 (F) が選択されたとします。この場合、列 E は、列 F によって再定義されるため保持され
ます。列 A から D3 までに対して 1 つ、列 G に対してもう 1 つ、フィラーが生成されます。ファイル
のレイアウトは次のとおりです。
付録 C. フィラー
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表 171. ファイル・レイアウト 2
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_9

PIC X(9).

1

9

9

E

PIC X(1).

10

10

1

F

PIC 9(1) REDEFINES
E.

10

10

1

FILLER_11_11

PIC X(1).

11

11

1

複数の再定義列の選択
複数の再定義列に対してフィラーがどのように生成されるかを説明します。
この例では、複数の再定義列に対するフィラーがどのように生成されるかを説明します。この場合、同じ列
が複数回再定義されます。列 A を再定義している列とグループ、列 A を再定義しているグループをさら
に再定義している 2 つの列が、ソース表に含まれます。
05
05
05
05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
D
E
F

PIC X(100).
PIC X(11) REDEFINES A.
REDEFINES A.
PIC X(10).
PIC 9(1).
PIC X(1) REDEFINES GRP1.
PIC 9(1) REDEFINES GRP1.
PIC X(1).

列 C2 と E が選択されると、4 つのフィラーが生成されます。1 つは列 B、1 つは列 C1、1 つは列
D、1 つは列 F に対するフィラーです。GRP1 のエレメントが選択され、GRP1 は列 A を再定義している
ため、列 A と GRP1 の両方が保持されます。最初の 3 つのフィラーは、同じストレージ域を再定義して
いるため、同じ開始オフセットを持ちます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 172. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

A

PIC X(100).

1

100

100

FILLER_1_11

PIC X(11) REDEFINES A.

1

11

11

GRP1

REDEFINES A.

1

11

11

FILLER_1_10

PIC X(10).

1

10

10

C2

PIC 9(1).

11

11

1

FILLER_1_1

PIC X(1). REDEFINES GRP1. 1

1

1

E

PIC 9(1) REDEFINES GRP1.

1

1

1

FILLER_101_101

PIC X(1).

101

101

1

複数のカスケード再定義列の選択
複数のカスケード再定義列を選択した場合、どのようになるかを示します。
この例では、複数のカスケード再定義列に対するフィラー生成を示します。ただし、今回は、同じ列の再定
義の代わりに再定義のカスケードをします。列 B が列 A を、GRP1 が列 B を、列 D が GRP1 を、列
E が列 D をそれぞれ再定義している、次に示すソース表を考察します。
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05
05
05
05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
D
E
F

PIC X(100).
PIC X(11) REDEFINES A.
REDEFINES B.
PIC X(10).
PIC 9(1).
PIC X(2) REDEFINES GRP1.
PIC 9(1) REDEFINES D.
PIC X(1).

列 C2 と E が選択されると、今回は 2 つのみフィラーが生成されます。1 つは、列 C1、そして 1 つ
は、列 F に対するフィラーです。列 A、列 B、GRP1、および、列 D は、他の列によって再定義されて
いるため、保持されます。
ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 173. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

A

PIC X(100).

1

100

100

B

PIC X(11) REDEFINES A.

1

11

11

GRP1

REDEFINES B.

1

11

11

FILLER_1_10

PIC X(10).

1

10

10

C2

PIC 9(1).

11

11

1

D

PIC X(2). REDEFINES
GRP1.

1

2

2

E

PIC 9(1) REDEFINES D.

1

1

1

FILLER_101_101

PIC X(1).

101

101

1

OCCURS DEPENDING ON 列の選択
OCCURS DEPENDING ON 列を選択した場合、どのようになるかを示します。
最後は、ODO 列の処理方法について例を示します。次に示す構造を持つソース表があるとします。
05
05
05

05
05
05

A
B
GRP1
10 C1
10 C2
10 GRP2
15
D1
15
D2
15
D3
E
F
G

PIC X(1).
PIC X(8).
REDEFINES B.
PIC X(1).
PIC 9(1).
OCCURS 0 TO 2 TIMES DEPENDING ON C2.
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC X(1).
PIC 9(1) REDEFINES E.
PIC X(1).

列 B を選択すると、4 つのフィラーが生成されます。ファイル・レイアウトは、次のとおりです。
表 174. ファイル・レイアウト
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

FILLER_1_1

PIC X(1).

1

1

1

B

PIC X(8).

2

9

8

GRP1

REDEFINES B.

2

9

8

PIC X(1).

2

2

1

FILLER_2_2

付録 C. フィラー
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表 174. ファイル・レイアウト (続き)
列

PICTURE 節

開始列

終了列

ストレージ長

C2

PIC 9(1).

3

3

1

GRP2

OCCURS 0 TO 2
4
TIMES DEPENDING ON
C2.

9

6

FILLER_1
FILLER_2

PIC X(3).
PIC X(2).

3
10

11

2

列 A、列 C1、列 D1 から列 D3、列 E と列 G に対するフィラーが作成されます。GRP1 は列 B を再定
義しているため保持されます。GRP2 (ODO 列) が列 C2 に従属しているため、列 C2 も保持されます。
GRP2 は、ODO 列であるため保持されます。

フィラーの展開
このオプションを使用して、指定したフィラーの一部またはすべての列を再選択できます。
Complex Flat File ステージにロードする列を選択すると、選択された列とフィラーが「ステージ」ページ
の「レコード」タブに表示されます。フィラーで表示される列を再選択する必要がある場合でも、表定義を
再ロードする必要はありません。
フィラーを展開するには、列ツリーのフィラー列を右クリックして、ポップアップ・メニューから「フィラ
ーの展開」を選択します。「フィラーの展開」ウィンドウが開きます。「使用可能な列」ツリーに指定のフ
ィラーの内容が表示され、必要な列を再選択できるようになります。
「レコード」タブに次のような列が含まれるとします。
FILLER_1_1
B
GRP1
FILLER_2_9
FILLER_10_11

FILLER_2_9 を展開すると、「フィラーの展開」ウィンドウの「使用可能な列」ツリーに、FILLER_2_9 の
内容が表示されます。
C1
C2
GRP2(2)
D1
D2
D3

列 C1 を選択すると、「レコード」タブは次のように変更されます。
FILLER_1_1
B
GRP1
C1
FILLER_3_9
FILLER_10_11

FILLER_3_9 を展開して、列 C2 を選択すると、「レコード」タブは次のように変更されます。
FILLER_1_1
B
GRP1
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C1
C2
FILLER_4_9
FILLER_10_11

フィラーの展開を続行すると、最終的に表内のオリジナル列がすべて、「レコード」タブに含まれます。
A
B
GRP1
C1
C2
GRP2
D1
D2
D3
E
F
G

付録 C. フィラー
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付録 D. 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 E. 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 175. 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 F. 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/

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
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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/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の
IBM Publications Center にアクセスしてください。

864

パラレル・ジョブ開発者ガイド

付録 G. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせていただきます。ご意
見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用することができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックについてコメントをお寄せ
いただくには、サインインし、トピックの下の「コメントの追加」ボタンをクリックしてコメントを追
加してください。このようにして送信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人からは閲覧できないよ
うにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下の「フィードバック」リンクをクリックして
ください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/rcf/) を使用して、コメン
トを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情報には、製品の名前、
製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する場合) を含めてください。特定のテキストにつ
いてご意見がある場合は、そのテキストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載し
てください。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この資料は、IBM から他の
言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを
所有していることが必要な場合があります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用
可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM
製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみ
が使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害するこ
とのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM
以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があ
ります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありま
せん。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接
の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証およ
び法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地
域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものと
します。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更
は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログ
ラムに対して、改良または変更を行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであ
り、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、こ
の IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
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。
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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。
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© (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 176. 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

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

ユーザー名

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

個人情報でない

v 永続

v セッション管理 無効にできない
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 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 176. 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
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

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。
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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。

構成ファイル・テンプレート (続き)
マスター 779
「高度」タブ 526, 532
「高度」タブ、「出力」ページ

86

「高度」タブ、「ステージ」ページ

［ア行］

「高度」タブ、「入力」ページ
コネクターの結合 720

ウェーブの終わり

272

エクスポート
最適化されたジョブ
ルート・ジョブ

コンテナー

32

698

698

［サ行］

変換 723
お客様サポート

再構成オペレーター
splitvect 615

861

オプション 680
処理をデータベース・ソースにプッシュ 688
処理をデータベース・ターゲットにプッシュ 688
ステージング・データベース名 683
すべての処理をデータベースにプッシュ 688
ターゲット・ステージング表のバルク・ロード

688

［カ行］
外部文字セット
概要

40, 716

コンプレックス・データ・タイプ

エラー

連絡先

60

81

44

Unicode の 43
書き込みモード 724
環境内へのジョブのデプロイ 788
関数 807
キーの切れ目 271
キー・ソース
削除 509
作成 508
共有コンテナー 40, 716
国別規則 44
グリッド 768
グリッド・プロジェクトの実行 777
グリッド・プロジェクトのデザイン 777
グリッド・プロジェクト・デザイン手順 777
グリッド・プロジェクト・デザイン・サマリー 776
「検索と置換」ダイアログ・ボックス 252, 291, 347
コード・ポイント 43
更新してから挿入 724
構成ファイル 527, 533
構成ファイルによる明示的な制約 785
構成ファイルの例 779
構成ファイル・エディター 735
構成ファイル・テンプレート
のフォーマット 779
プロジェクト 779
© Copyright IBM Corp. 2001, 2014

最適化 688
オプションの設定

688

ジョブ 693
ジョブのエクスポート
ジョブの検索 696
ジョブの選択

698

688

ルート・ジョブとの関係の切断
ルート・ジョブのエクスポート
ルート・ジョブの検索 697
ワークフロー 681
最適化されたジョブ
ルート・ジョブとの関係
最適化されたジョブの保存

697
698

682
693

最適化の制限 680
最適化を中止するステージの名前 683, 688
削除してから挿入 724
サブレコード 33
サブレコードのベクトル 600
サポート
お客様 861
サマリー・プロシージャー、グリッド・プロジェクト
サンプル・データ入力セット 638
式エディター 272, 300, 357
時刻カテゴリー
定義 44
時刻形式 38
実行オプション 526, 532
自動タイプ変換 411
シナリオ 680
「出力」ページ 82
「全般」タブ 83
「プロパティー」タブ 83
「マッピング」タブ 85
「列」タブ 84
出力リンク 248, 289
照合カテゴリー
定義 44

776

873

「詳細」タブ

製品のアクセシビリティー

527, 533

小数点文字 44
状態ファイル 508
更新

509

削除

509

作成
商標

508

リスト

アクセシビリティー
制約
構成ファイル 785
出力リンク 201
データ・セット
ファイル 785

785

レコード ID 197
セットアップ 209

693

ジョブの検証

786

ジョブの実行

786

791

「全般」タブ、 「出力」ページ

786

58

680

ソート 686
挿入してから更新

786

83

「全般」タブ、 「ステージ」ページ
「全般」タブ、 「入力」ページ 65
ソース

ジョブ・シーケンス

724

ソフトウェア・サービス

表示 677
処理をデータベース・ソースにプッシュ 683, 688
処理をデータベース・ターゲットにプッシュ 683, 688
数値カテゴリー
定義 44
スキーマ・ファイル
ステージ 680

連絡先

861

［タ行］
ターゲット 680
ターゲット・ステージング表のバルク・ロード

29

データの処理について
編集
順次ファイル 155

520

ルックアップ 716
Aggregator 716
BASIC Transformer 716
FTP Enterprise 491
Join 716
Sequential File 96
Transformer 716
「ステージ」ページ 57
「高度」タブ 60
「全般」タブ 58
「プロパティー」タブ 58
「リンク順序」タブ 61
ステージ後処理サブルーチン
Transformer ステージの 290, 297
ステージ変数 260, 275
ステージ前処理サブルーチン
Transformer ステージの 290, 297
ステージング表 724
ステージング表スペース 683, 688
ステージング表データベース・インスタンス名 683, 688
ステージング・データベース名 683
ステージ・エディター 53
スペース 826
すべての処理をデータベースにプッシュ 683, 688
静的リソース 776
製品資料
アクセス 863

874

785

ファイル・パターン

ジョブ、グリッド・コンピューティング
ジョブ構成ファイルの例 779

ジョブ・バッチ
ジョブ・ログ

785

ファイル・セット

867

ジョブ 680
最適化 693
保存
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688

タイプ変換 411, 723
タイプ変換関数 412
タイム・スタンプ形式
代理キー
概要 508
キー・ソースの削除

40

509

キー・ソースの作成 508
状態ファイルの更新 509
生成
Slowly Changing Dimension ステージでの 514, 517
Surrogate Key Generator ステージの 510
タグ付きサブレコード 33
タブ、Aggregator ステージ:「ステージ」ページ 310
タブ、Head ステージ:「ステージ」ページ 628
タブ、Join ステージ:「ステージ」ページ 324
タブ、Lookup ステージ:「ステージ」ページ 351
タブ、Subrecord ステージ:「ステージ」ページ 578
地域 44
チェックサム 530
追加 530
重複レコードの削除 383
ツールバー
トランスフォーマー・エディター 246, 287, 345
ツール・パレット 53
追加の列 28
通貨カテゴリー
定義 44
データ
ピボット 520
データ整理をデータベース・ターゲットにプッシュ 683
データのソート 529, 535
データベース・シーケンス 508

［ハ行］

データベース・シーケンス (続き)
削除
作成

509
508

データ・セット

パーティション
27

データ・セットの制約

785

「パーティション」タブ、「入力」ページ

データ・タイプ 29
コンプレックス 32

出力列の選択 198
ロード・オプション

ループ変数 261
ローカル・ステージ変数
デザイン上の考慮事項

259, 299

716

デバッグ・ステージ
716

53

777

バルク・ロードを使用 683
範囲パーティション・プロパティー
範囲ルックアップ 356
比較 826
日付形式 34
必要最小限の操作

623
779

動的リソース 776
特記事項 867

ピボット
垂直 524

トラストストア接続 209
トラブルシューティング
Big Data File ステージ

水平 520
ピボット・データ

トランスフォーマー式 275
トランスフォーマー・エディター

287, 345

表定義 28
表の循環参照

247, 288, 346

メタデータ領域 247, 287, 346
リンク領域 247
トランスフォーマー・エディターのショートカット・メニュー
247, 288, 346

［ナ行］
内部文字セット 43
「入力」ページ 61, 64
「全般」タブ 65
「パーティション」タブ 65
「フォーマット」タブ 67
「プロパティー」タブ 65
「列」タブ 68
入力リンク 248, 289
ネストされた SQL 結合の最大数 683, 688
ノードの追加、リソース・マネージャーの要件
ノード・プール 527, 533
ノード・マップ 527, 533

67

492

垂直に 520
水平に 520
水平の例 522, 525

241

ショートカット・メニュー
ツールバー 246, 287, 345

625

デバッグ・モード 623
パラレル・ジョブ・ステージ・エディターのインターフェース

716

テンプレートのフォーマット
同期プロパティー 724

791

パラレル・ジョブのデバッグ

手順、グリッド・プロジェクトのデザイン
デバッガー
実行 624
デバッグ
パラレル・ジョブ

735

パラレル・ジョブ 679
パラレル・ジョブ、リモート・デプロイメント

716

Transformer ステージ

196

パラレル・エンジン構成ファイル

698

コンテナー 716
Aggregator ステージ
Lookup ステージ

65

配列

定義

Join ステージ

686

「パーティション」タブ 281, 335, 371, 392, 396, 405, 423,
431, 436, 529, 535, 636, 646, 668, 675

767

724

ファイルの制約 785
ファイル・セット出力プロパティー 144
ファイル・セットの制約 785
ファイル・タイプによる暗黙的制約 785
ファイル・パターンの制約 785
フィールド 826
フィラー
概要 849
作成 849
生成のルール 849
展開 856
例 850
グループによって再定義される列 850
グループ配列の列 852
グループ・エレメント 851
単純な列 850
配列エレメント 853
複数のカスケード再定義列 854
複数の再定義列 854
別の列によって再定義される列 853
列を再定義しているグループ列 851
OCCURS DEPENDING ON 列 855
Complex Flat File ステージの 196
フィラーの生成と展開 196, 849
索引

875

「フォーマット」タブ、「入力」ページ

「プロパティー」タブ、「ステージ」ページ

67

「プロパティー」タブ、「入力」ページ
平衡最適化 679

フォーマット・ストリング 34, 38, 40
複数のファイルの生成 214
複数ファイル

214

オペレーター

部分スキーマ

29

式

プロジェクト・テンプレートの例

JAQL 式

779

プロパティー 385, 476, 680, 688
処理をデータベース・ソースにプッシュ

並列処理
ベクトル

683

処理をデータベース・ターゲットにプッシュ

バルク・ロードを使用

683

ファイル・セット出力
Aggregator ステージ

715

705

686
33
582

変換エラー
683

タイプ 723
文字セット 723
NULL 可能から NULL 可能でない列へ

144

編集
Lookup ステージ

310

Big Data File ステージの出力
Big Data File ステージの入力

ベクトル列

683

すべての処理をデータベースにプッシュ 683
データ整理をデータベース・ターゲットにプッシュ

712, 713

699

システム変数
マクロ 715

ブレークポイント
追加 623

227
213

251, 290

［マ行］

Compare ステージ 470
Compress ステージ 391

マスター・テンプレートの例 779
「マッピング」タブ、「出力」ページ
95

模擬データ
目的コード

876
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655

使用法 514
選択 516
タイプ 517

External Source ステージの出力 167
External Target ステージ入力 181
File Set 入力 131
FTP Enterprise 出力 499
Funnel ステージ 378
Generic ステージ 504
Head ステージ 628
Join ステージ 324
Lookup File Set ステージの出力 164
Make Subrecord ステージ 578
Make Vector ステージ 612
Merge ステージ 332
Peek ステージ 650
Promote Subrecord ステージ 604
Sample ステージ 644
Sequential file 出力 114
Sequential File 入力 102
Sort ステージ 366
Split Subrecord ステージ 586
Split Vector ステージ 619
Tail ステージ 634
Transformer ステージ 273, 358
UPDATE/INSERT のソート順序を実施 683
Write Range Map ステージの入力プロパティー
プロパティー、Row Generator ステージ出力 662
「プロパティー」タブ、「出力」ページ 83

85

マップ表 44
メタデータ 28

Data Set ステージの入力 91
Decode ステージ 480
Difference ステージ 460
Expand ステージ 395
External Filter ステージ

723

347

Transformer ステージ

Change Apply ステージ 451
Column Generator ステージ 410, 666
Combine Records ステージ 596

Copy ステージ 404
Data Set ステージの出力

58

65

文字
小数点 44
保管 43
文字セット 43
外部文字セット 43
コード・ポイント 43
内部と外部文字セット間のマッピング
内部文字セット 43
文字セット変換 723
文字タイプ・カテゴリー
定義 44
文字の保管 43

43

［ヤ行］
ユーザー定義 SQL 720
ユーザーの追加、リソース・マネージャーの要件
予約語
Transformer ステージ 283

［ラ行］
674

ランタイム列伝搬 28, 84, 128, 556, 573
ランダム 819
リジェクト・リンク 248, 289, 716

767

リジェクト・リンク (続き)
Complex Flat File ステージの
リソース・プール 527, 533
リソース・マネージャーの要件

Atan

B

767

リンク

Balanced Optimization のデザイン上の考慮事項

出力 248, 289
順序の指定 259, 298, 351
入力

コネクターの結合
ステージ・タイプ

248, 289

リジェクト 248, 289
「リンク順序」タブ、 「ステージ」ページ
リンク領域

61

データ・タイプ

261

ループの例
ループ変数

263, 264, 265, 266
260, 261

697

722

722

BDFS 209
Big Data File ステージ
環境セットアップ

例

287, 716

209
203

トラブルシューティング

Development Kit プログラム 799
「列」タブ、 「出力」ページ 84

241

Big Data File ステージの入力プロパティー
BIGINT 722
BitAnd 817

「列」タブ、 「入力」ページ 68
列自動マッチング機能 255, 294, 350
レベル番号 69
ローカル・コンテナー

721
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