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第 1 章 コマンド・ライン・インターフェース
InfoSphere® DataStage® CLI は、4 つのコマンド・グループで構成されます。各グル
ープはそれぞれ、ジョブの実行、プロジェクトの管理、オブジェクトのインポー
ト、およびオブジェクトの検査と修復用となっています。

InfoSphere DataStage ジョブを制御するコマンド
dsjob コマンドを使用して、ジョブの開始や停止、およびジョブの実行に関する情報
の取得ができます。
dsjob コマンドで使用するコマンド・オプションにより、InfoSphere DataStage API
関数 ( 42 ページの『API 関数』で説明) や BASIC 関数 ( 107 ページの『InfoSphere
DataStage BASIC インターフェース』で説明) と同じ機能を使用できます。
dsjob という 1 つのコマンドに多数のオプションがあります。 これらのオプショ
ンについては次の項目で説明します。
v ログオン節
v ジョブの開始
v ジョブの停止
v プロジェクト、ジョブ、ステージ、リンク、パラメーターのリスト
v ジョブの別名の設定
v 情報の取得
v ログ・ファイルへのアクセス
v レポートの生成
dsjob コマンドからのすべての出力は、プレーン・テキストで、リストの列見出し
やその他の説明はありません。 これにより、追加の処理なしでコマンドをシェルま
たはバッチのスクリプトで使用できます。
InfoSphere DataStage CLI は、正常に実行された場合には、オペレーティング・シス
テムに完了コード 0 を返します。失敗した場合には、 InfoSphere DataStage API エ
ラー・コードのいずれかを返します。 100 ページの『エラー・コード』を参照して
ください。 どのような場合も、リターン・コードは標準エラー・ストリームに出力
されます。 UNIX サーバーでは、エラー・コードが負数または 254 より大きい場
合には 255 というコードが返されます。そのような場合に"実際の"リターン・コー
ドを表示するには、標準エラー・ストリームを取り込んで処理する必要がありま
す。
UNIX サーバーでは、DSJOB は、libvmdsapi.so 共有ライブラリーに対するランタイ
ム依存関係があることに注意してください。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014

1

dsjob コマンドでの証明情報およびパラメーター値の保護
データを暗号化して、dsjob コマンドで使用する暗号化された値をファイルに格納
することができます。 コマンド・ラインで証明情報を入力するには、コマンド・ウ
ィンドウでパスワードを非表示にするために証明情報プロンプトを使用することも
できます。

このタスクについて
コマンド・ラインでコマンドを実行する際に、画面で平文データを入力するのを回
避できるように、暗号化された証明情報と暗号化されたパラメーター・ファイル値
を dsjob コマンドで使用できます。 このコマンドについては、「IBM® InfoSphere
Information Server 管理ガイド」でドキュメンテーション「Encrypt コマンド」を参
照してください。

手順
1.

encrypt コマンドによって情報を暗号化して、暗号化した値をコピーしてファ
イルに保存します。
v 証明情報を暗号化する場合は、証明情報ファイル (*.txt) を作成して、ファイ
ルを安全に格納します。 証明情報ファイルの制約事項と内容の例について
は、証明情報ファイルに関するトピックを参照してください。
v ジョブ・パラメーター値を暗号化する場合は、暗号化した出力をコピーしてジ
ョブ・パラメーター・ファイルに貼り付けることによって、暗号化した値を適
切なジョブ・パラメーター・ファイルに格納します。 例を示します。
job_parameter_name=encrypted_job_parameter_value

ジョブ・パラメーター値の別名を作成できます。 ジョブ・パラメーター名は
暗号化できません。
ファイルを保存します。
2. dsjob コマンドを実行します。 以下のいずれかの方法を使用して、証明情報を
安全に入力できます。
v 証明情報ファイルの使用。 ユーザー証明情報を必要とする dsjob コマンドを
実行する場合は、-authfile パラメーター付きでコマンドを実行して、使用す
る証明情報ファイルの絶対パスを指定します。 暗号化されたデータが格納さ
れたパラメーター・ファイルを使用する dsjob コマンドで -authfile パラメ
ーターを使用するための構文例は、以下のとおりです。
dsjob -authfile c:¥cred_file.txt
-run -paramfile c:¥paramfile.txt dstage1 testJob

v 証明情報プロンプト。 証明情報のデータをコマンド・ラインで指定する場合
は、-url または -domain のいずれかのパラメーターと、-server パラメータ
ーのみを指定します。ユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが出
されます。(パスワードは、コマンド・ウィンドウでは非表示にされます。)
-url または -domain のいずれかのパラメーターと、-server および -user
の両パラメーターをコマンドに含めると、パスワードの入力を求めるプロンプ
トが出されます。以下に、コマンド例と対話を示します。
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic>dsjob
-domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9443 -server RemoteServer
-ljobs newTest
Please type user name:admin
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Please type password:
Job_ODBC
Job_UDT5
Job_UDT6
Job_Universe
PXJob_DC
Sequence_ODBC
Sequence_UDT5
Sequence_UDT6
Sequence_Universe
Status code = 0

注: パスワードは、コマンド・ウィンドウでは非表示にされます。

ログオン節
デフォルトでは、InfoSphere DataStage CLI は、コマンドを実行しているユーザーの
ユーザー名およびパスワードを使用して、ローカル・システムのエンジンに接続し
ます。
dsjob コマンドおよび dsadmin コマンドについて、ログオン節を使用して、異なる
ドメイン、エンジン、ユーザー名、パスワードを指定できます。ログオン節は、API
の DSSetServerParams 関数と等価です。構文は次のとおりです。
[-url domainURL |
-domain domain_name ][ -user username ][ -password password ]
[ -server enginename ]

または、dsjob コマンドの場合のみ、次のようになります。
-domain NONE -user username -password password -server enginename

domainURL は、ログオン先のドメインの URL を完全フォーマットで指定します。
URL には、ドメインのプロトコル、ホスト、およびポートの情報を
https://domain:port のフォーマットで組み込みます。port が指定されていない場
合、デフォルトは 9443 になります。
domain_name は、ログオンするドメインを指定します。 dsjob の場合は、-domain
NONE と設定して、ドメインではなくエンジンにログオンすることができます。 こ
の場合、ユーザー名とパスワードはドメイン用ではなく、エンジン用です。
enginename は、ログオンする別のエンジンを指定します。
username は、ログオン時に使用する別のユーザー名を指定します。
password は、ログオン時に使用する別のパスワードを指定します。
暗号化されたユーザー名とパスワードは、コマンド・ラインではサポートされませ
ん。暗号化された値を使用する場合は、証明情報ファイルを使用してください。
証明情報をコマンド・ラインに入力せず、証明情報ファイルも使用しない場合
は、-url または -domain のいずれかのパラメーターと -server パラメーターのみ
を指定してください。ユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが出され
ます。(パスワードは、コマンド・ウィンドウでの入力時に非表示にされます。)
-url または -domain のいずれかのパラメーターと、-server および -user の両パ
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ラメーターをコマンドに含めると、パスワードの入力を求めるプロンプトが出され
ます。以下に、コマンド例と対話を示します。
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic>dsjob
-domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9443 -server RemoteServer
-ljobs newTest
Please type user name:admin
Please type password:
Job_ODBC
Status code = 0

デフォルト・ポートを使用しないコンピューターでは、ローカル・サーバーにある
プロジェクトに接続するには、ポート番号のみを使用して -server オプションを指
定します。サーバー名は指定しないでください。 ユーザー名とパスワードを指定す
る必要はありません。 例を示します。
dsjob -server :31539 -lprojects

dsjob コマンドおよび dsadmin コマンドにより安全にログインするためには、暗号
化データを格納することができる証明情報ファイルを使用できます。
-authfile credentials_filename

credentials_filename は、ログオンの詳細が含まれているファイルの絶対パス名と名
前です。このファイルでは、暗号化されたデータと暗号化されていないデータがサ
ポートされます。 ファイルの詳細と内容の例については、証明情報ファイルを参照
してください。
または、以下の構文を使用して、証明情報ファイルで暗号化されていない詳細情報
を指定することもできます。
-file credentials_filename domainname enginename

注: -file 証明情報ファイルには、暗号化されたデータを含めることはできませ
ん。
dsjob コマンドでは、以下のコマンドも使用できます。
-file credentials_filename NONE enginename

domainname は、ファイルがログオンの詳細情報を含んでいる対象ドメインを指定し
ます。 dsjob の場合は、NONE と設定して、ドメインではなくエンジンにログオン
することができます。 この場合、ユーザー名とパスワードはドメイン用ではなく、
エンジン用です。
enginename は、ファイルがログオンの詳細情報を含んでいる対象エンジンを指定し
ます。
credentials_filename は、ログオンの詳細が含まれているファイルの絶対パス名と名
前です。このファイルでは、暗号化されていないデータのみがサポートされます。
ドメインにログオンする場合は、次の情報がファイルに含まれている必要がありま
す。
domainname,enginename, username, password

4

プログラマー・ガイド

エンジンにログオンする場合は、次の情報がファイルに含まれている必要がありま
す。
enginename, username, password
コマンドでログオン節を指定すると、ユーザー名とパスワードが公開される恐れが
あります。 -authfile オプションを使用して、暗号化されているログオン情報を別
個のファイルに保持するか、コンピューターでパスワードを求めるプロンプトを出
すようにすることをお勧めします。

ジョブの開始
-run オプションを使用して、ジョブの開始、停止、検証、リセットができます。
dsjob -run
[ -mode [ NORMAL | RESET | VALIDATE | RESTART ] ]
[ -param name=value ]
[ -paramfile filename ]
[ -warn n ]
[ -rows n ]
[ -wait ]
[ -stop ]
[ -jobstatus ]
[ -userstatus ]
[ -local ]
[ -opmetadata [ TRUE | FALSE ] ]
[ -disableprjhandler ]
[ -disablejobhandler ]
[ -queue ]
[ -useid ] project job | job_id

-mode
ジョブ実行のタイプを指定します。NORMAL は、ジョブ実行を開始します。
RESET は、ジョブをリセットします。VALIDATE は、ジョブを検証します。
RESTART は、オリジナルのジョブ・パラメーター値を使用して、最後のチェッ
クポイントから再開可能ジョブ・シーケンスを再開します。-mode が指定されて
いない場合、通常のジョブ実行が開始されます。
-param
ジョブに渡すパラメーター値を指定します。値は name=value のフォーマットで
す。ここで、name はパラメーター名、value は設定する値です。これを使用し
てジョブの環境変数の値を (パラレル・ジョブの場合のように) 渡す場合は、環
境変数とその値を単一引用符で囲む必要があります。例えば、-param
’$APT_CONFIG_FILE=test.apt’ と指定します。そうでない場合は、環境変数の現
行値が使用されます。
-paramfile
ジョブに渡すパラメーター値が含まれたファイルを指定します。パラメーター値
は、-param と同じフォーマットにすることも、 2 ページの『dsjob コマンドで
の証明情報およびパラメーター値の保護』 で説明されているように、値を暗号
化してパラメーター・ファイルに保存することもできます。
-warn n
警告の制限を n で指定された値に設定します (LimitType パラメーターに
DSJ_LIMITWARN を指定した DSSetJobLimit 関数と等価です)。
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-rows n
行の制限を n で指定された値に設定します (LimitType パラメーターに
DSJ_LIMITROWS を指定した DSSetJobLimit 関数と等価です)。
-wait
ジョブの完了を待ちます (DSWaitForJob 関数と等価です)。
-stop
実行中のジョブを停止します (DSStopJob 関数と等価です)。
-jobstatus
ジョブの完了を待ちます。次に、ジョブ状況から派生した終了コードを返しま
す。
-userstatus
ジョブの完了を待ちます。次に、ユーザー状況が定義されている場合は、ユーザ
ー状況から派生した終了コードを返します。ユーザー状況はストリングで、整数
の終了コードに変換されます。 終了コード 0 は、ジョブがエラーなしで完了し
たがユーザー状況のストリングが変換されなかったことを示します。 ジョブが
負のユーザー状況の値を返した場合、エラーとして解釈されます。
-local
UNIX システムのシェル・スクリプト内からジョブを実行している場合に使用し
ます。プロジェクト・ディレクトリーでスクリプトが実行されている場合、ジョ
ブは、スクリプト内に設定されている環境変数の設定、およびユーザー環境に固
有の設定を取得します。
-opmetadata
ジョブの実行時にオペレーショナル・メタデータをジョブで生成する場合に使用
します。TRUE を指定すると、プロジェクトのデフォルト設定に関係なく処理
メタデータが生成されます。 FALSE を指定すると、プロジェクトのデフォル
ト設定に関係なく、ジョブはオペレーショナル・メタデータを生成しません。
-disableprjhandler
プロジェクト全体ベースで設定されたエラー・メッセージ・ハンドラーを無効に
する場合に使用します。
-disablejobhandler
このジョブに設定されているエラー・メッセージ・ハンドラーを無効にする場合
に使用します。
-useid
ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別する場合
に使用します。
-queue
ジョブのサブミット先のワークロード管理キューの名前。キューを指定しない
と、プロジェクトのデフォルト・キューが使用されます。ジョブがシーケンス・
ジョブの場合、シーケンス・ジョブ内のすべてのジョブがこのキューにサブミッ
トされます。

プロジェクト
ジョブが含まれているプロジェクトの名前。
ジョブ ジョブの名前。ジョブ呼び出しを実行するには、job.invocation_id のフ
ォーマットを使用します。
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job_id

dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名。

ジョブの停止
-stop オプションを使用してジョブを停止できます。
dsjob -stop [-useid] project job|job_id

-stop は、ジョブの実行を終了します。(DSStopJob 関数と等価です)。
-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、ジョブを含むプロジェクトの名前です。
job は、ジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを中止するには、job.invocation_id
の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。

プロジェクト、ジョブ、ステージ、リンク、パラメーター、および
キューのリスト
dsjob コマンドを使用して、プロジェクト、ジョブ、ステージ、リンク、ジョブ・
パラメーター、およびワークロード管理キューをリストできます。
さまざまな種類の構文を次の節で説明します。

プロジェクトのリスト
次の構文では、サーバー上のすべての既知のプロジェクトのリストを表示します。
dsjob -lprojects

この構文は、DSGetProjectList 関数と等価です。

ジョブのリスト
次の構文では、指定したプロジェクトのすべてのジョブのリストを表示します。
dsjob -ljobs project

project は、リストするジョブを含むプロジェクトの名前です。
この構文は、DSGetProjectInfo 関数と等価です。

特定のジョブ状況のジョブのリスト
次の構文では、特定のジョブ状況値を持つ、指定したプロジェクト内のすべてのジ
ョブのリストを表示します。
dsjob -ljobs [-status status_list] project

project は、リストするジョブを含むプロジェクトの名前です。
status_list は、dsapi.h ファイルで定義されたジョブ状況値のリストです。
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次のコマンドは、状況が DSJS_CRASHED または DSJS_STOPPED である、dstage1
プロジェクト内のすべてのジョブをリストします。
dsjob –ljobs -status 96/97 dstage1

ステージのリスト
次の構文では、ジョブのすべてのステージのリストを表示します。
dsjob -lstages [-useid] project job|job_id

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、リストするステージを含むジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別す
るには、job.invocation_id の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
この構文は、InfoType パラメーターに DSJ_STAGELIST を指定した DSGetJobInfo
関数と等価です。

リンクのリスト
次の構文は、ステージとの間のすべてのリンクのリストを表示します。
dsjob -llinks [-useid] project job|job_id stage

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、stage を含むジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別するには、
job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
stage は、リストするリンクを含むステージの名前です。
この構文は、InfoType パラメーターに DSJ_LINKLIST を指定した DSGetStageInfo
関数と等価です。

パラメーターのリスト
次の構文は、ジョブのすべてのパラメーターおよびその値のリストを表示します。
dsjob -lparams [-useid] project job|job_id

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
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job は、リストするパラメーターを持つジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識
別するには、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
この構文は、InfoType パラメーターに DSJ_PARAMLIST を指定した DSGetJobInfo
関数と等価です。

呼び出しのリスト
次の構文では、ジョブの呼び出しのリストを表示します。
dsjob -linvocations [-useid] project job|job_id

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、リストするパラメーターを持つジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識
別するには、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。

ワークロード管理キューのリスト
次の構文では、ワークロード管理キューのリストを表示します。
dsjob -lqueues

ジョブの別名の設定
dsjob コマンドを使用して、InfoSphere DataStage ジョブのユーザー自身の ID を指
定できます。
他のコマンドは、その別名を使用してジョブを参照できます。
dsjob -jobid [my_ID] project job

my_ID は、ジョブに設定する別名です。 my_ID を設定しなかった場合、コマンド
は指定されたジョブの現在の別名を返します。 別名はプロジェクト内で一意である
必要があります。別名が既に存在する場合はエラー・メッセージが表示されます。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、ジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別するには、job.invocation_id
の形式を使用します。

情報の取得
dsjob コマンドを使用して、指定したプロジェクト、ジョブ、ステージ、リンクの
情報を取得し、表示できます。
さまざまな種類の構文を次の節で説明します。
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ジョブの情報の表示
次の構文では、指定したジョブについて取得可能な情報を表示します。
dsjob -jobinfo [-useid] project job|job_id

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、ジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別するには、job.invocation_id.
の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
次の情報が表示されます。
v ジョブの現在の状況
v ジョブを制御するジョブの名前
v ジョブを開始した日付と時刻
v 最後の実行または現在の実行のウェーブ番号 (内部の InfoSphere DataStage 参照
番号)
v ユーザー状況
この構文は、DSGetJobInfo 関数と等価です。

ステージ情報の表示
次の構文では、ステージについて取得可能なすべての情報を表示します。
dsjob -stageinfo [-useid] project job|job_id stage

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、stage を含むジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別するには、
job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
stage は、ステージの名前です。
次の情報が表示されます。
v ステージとの間のリンクからレポートされた最新のエラー・メッセージ
v ステージ・タイプ名、例えば、トランスフォーマー、または、アグリゲーター
v 一次リンクの入力行番号
この構文は、DSGetStageInfo 関数と等価です。
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リンク情報の表示
次の構文は、ステージとの間の指定したリンクに関する情報を表示します。
dsjob -linkinfo [-useid] project job|job_id stage link

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、stage を含むジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別するには、
job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です ( 9 ペー
ジの『ジョブの別名の設定』を参照)。
stage は、link を含むステージの名前です。
link は、ステージの名前です。
次の情報が表示されます。
v リンクによりレポートされた最新のエラー・メッセージ。
v リンクに渡された行の数。
この構文は、DSGetLinkInfo 関数と等価です。

パラメーター情報の表示
この構文は、指定したパラメーターに関する情報を表示します。
dsjob -paraminfo [-useid] project job|job_id param

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、parameter を含むジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別するには、
job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
parameter は、パラメーターの名前です。
次の情報が表示されます。
v パラメーターのタイプ
v パラメーターの値
v ジョブの設計者により用意されたパラメーターのヘルプ・テキスト
v 値の入力を求めるかどうか
v ジョブの設計者により指定されたデフォルト値
v 値のリスト
v ジョブの設計者により用意された値のリスト
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この構文は、DSGetLinkInfo 関数と等価です。

ログ・ファイルへのアクセス
dsjob コマンドを使用してジョブのログ・ファイルにエントリーを追加でき、指定
したログ・エントリーを取得、表示できます。
さまざまな種類の構文を次の節で説明します。

ログ・エントリーの追加
次の構文は、指定したログ・ファイルにエントリーを追加します。 エントリーのテ
キストは標準入力から端末に入力され、Ctrl-D で終了します。
dsjob -log [ -info | -warn ] [ -useid ] project job|job_id

-info は、情報メッセージを指定します。 ログ・エントリーのタイプが指定されて
いない場合、これがデフォルトです。
-warn は、警告メッセージを指定します。
-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトの名前です。
job は、ログ・エントリーが参照するジョブの名前です。 ジョブの呼び出しを識別
するには、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
この構文は、DSLogEvent 関数と等価です。

短いログ・エントリーの表示
次の構文は、ジョブ・ログ・ファイルのエントリーの概要を表示します。
dsjob -logsum [-type type] [ -max n ] [ -useid ] project job|job_id

-type type は、取得するログ・エントリーのタイプを指定します。 -type type が指
定されていない場合、すべてのエントリーが取得されます。 type には、次のオプシ
ョンのいずれかを指定できます。
オプション
取得するログ・エントリーのタイプ
INFO

情報

WARNING
警告
FATAL
致命的エラー
REJECT
トランスフォーマー・ステージからのリジェクト行
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STARTED
すべての制御ログ
RESET
ジョブのリセット
BATCH
バッチ制御
ANY

任意のタイプのすべてのエントリー。 type が指定されていない場合、これ
がデフォルトです。

-max n は、取得するエントリーの数を n に制限します。
-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトです。
job は、ログ・エントリーを取得するジョブです。 ジョブの呼び出しを識別するに
は、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。

指定したログ・エントリーの表示
次の構文は、ジョブ・ログ・ファイルの指定したエントリーを表示します。
dsjob -logdetail [-full] [-useid] project job|job_id entry

-full は、メッセージ ID フィールドおよび呼び出し ID フィールドを表示する場合
に指定します。
-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトです。
job は、ログ・エントリーを取得するジョブです。ジョブの呼び出しを識別するに
は、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
entry は、エントリーに割り当てられたイベント番号です。ファイルの最初のエント
リーは 0 です。
この構文は、DSGetLogEntry 関数と等価です。また、-full を指定した場合は、
DSGetLogEntryFull 関数と等価です。

最新のエントリーの識別
次の構文は、指定したタイプの最新のログ・エントリーの ID を表示します。
dsjob -lognewest [ -useid ] project job|job_id type

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
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project は、job を含むプロジェクトです。
job は、ログ・エントリーを取得するジョブです。ジョブの呼び出しを識別するに
は、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
type には、次のオプションのいずれかを指定できます。
オプション
取得するログ・エントリーのタイプ
INFO

情報

WARNING
警告
FATAL
致命的エラー
REJECT
トランスフォーマー・ステージからのリジェクト行
STARTED
ジョブの開始
RESET
ジョブのリセット
BATCH
バッチ
この構文は、DSGetNewestLogId 関数と等価です。

レポートの生成
dsjob コマンドを使用して、ジョブ、ステージ、およびリンク情報を含んだ XML
フォーマットのレポートを生成できます。
dsjob -report [-useid] project job|jobid [report_type]

-useid は、ジョブ名 (job) ではなくジョブの別名 (jobid) を使用してジョブを識別す
る場合に指定します。
project は、job を含むプロジェクトです。
job は、レポートするジョブをジョブ名で指定します。 ジョブの呼び出しを識別す
るには、job.invocation_id. の形式を使用します。
job_id は、dsjob -jobid コマンドを使用して設定されたジョブの別名です。
report_type には、次のいずれかを指定します。
v BASIC : 開始/終了時刻、経過時間、およびジョブの状況を含んでいるテキスト・
ストリング。
v DETAIL : 基本的なレポート。ジョブ内の個々のステージおよびリンクに関する
情報も含まれています。
v XML : XML レポート全体を含んでいるテキスト・ストリング。
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生成されたレポートは stdout に書き込まれます。
この構文は、DSMakeJobReport 関数と等価です。

プロジェクトを管理するコマンド
dsadmin という、プロジェクトを管理する 1 つのコマンドがあります。このコマン
ドには、多数のオプションがあります。
これらのオプションについては次の項目で説明します。
v ログオン節
v プロジェクトの作成
v プロジェクトの削除
v プロジェクトのプロテクト
v ログ・ファイルの自動パージの有効化または無効化
v パラレル・ジョブで生成された OSH の表示の有効化または無効化
v パラレル・ジョブでのランタイム列伝搬の有効化または無効化
v 特定のプロジェクトのディレクター・クライアントによるジョブ管理機能の有効
化または無効化
v パラレル・ジョブの高度なランタイム・オプションの設定
v パラレル・ジョブのベース・ディレクトリー名の設定
v パラレル・ジョブのデプロイ済みジョブ・テンプレート・ディレクトリーの設定
v パラレル・ジョブのカスタム・デプロイメント・オプションの設定
v 新しい環境変数の作成
v 環境変数の削除
v 環境変数の値の設定
v サーバーのプロジェクトのリスト
v プロジェクト・プロパティーのリスト
v 環境変数のリスト

dsadmin コマンドでの証明情報の保護
証明情報を暗号化し、その暗号化された値をファイルに格納して dsadmin コマンド
で使用することができます。 コマンド・ラインで証明情報を入力するには、コマン
ド・ウィンドウでパスワードを非表示にするために証明情報プロンプトを使用する
こともできます。

このタスクについて
dsadmin コマンドで暗号化された証明情報を使用して、コマンド・ラインでコマン
ドを実行する際に画面で明確なデータを入力するのを避けることができます。この
コマンドについては、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」でドキュメ
ンテーション「Encrypt コマンド」を参照してください。

第 1 章 コマンド・ライン・インターフェース
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手順
1.

encrypt コマンドで証明情報を暗号化し、暗号化された値をコピーし、証明情
報ファイル (*.txt) 内に保存します。 証明情報ファイルの制約事項と内容の例
については、証明情報ファイルに関するトピックを参照してください。

2. dsadmin コマンドを実行します。 以下のいずれかの方法を使用して、証明情報
を安全に入力できます。
v 証明情報ファイルの使用。 ユーザー証明情報を必要とする dsadmin コマンド
を実行する場合は、-authfile パラメーターを使用し、使用する証明情報ファ
イルの絶対パスを指定します。dsadmin コマンドで、-authfile パラメーター
を使用するサンプル構文は、次のとおりです。
dsadmin -authfile c:¥cred_file.txt
-listprojects

v 証明情報プロンプト。 証明情報のデータをコマンド・ラインで指定する場合
は、-url または -domain のいずれかのパラメーターと、-server パラメータ
ーのみを指定します。ユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが出
されます。(パスワードは、コマンド・ウィンドウでは非表示にされます。)
-url または -domain のいずれかのパラメーターと、-server および -user
の両パラメーターをコマンドに含めると、パスワードの入力を求めるプロンプ
トが出されます。

ログオン節
デフォルトでは、InfoSphere DataStage CLI は、コマンドを実行しているユーザーの
ユーザー名およびパスワードを使用して、ローカル・システムのエンジンに接続し
ます。
dsjob コマンドおよび dsadmin コマンドについて、ログオン節を使用して、異なる
ドメイン、エンジン、ユーザー名、パスワードを指定できます。ログオン節は、API
の DSSetServerParams 関数と等価です。構文は次のとおりです。
[-url domainURL |
-domain domain_name ][ -user username ][ -password password ]
[ -server enginename ]

または、dsjob コマンドの場合のみ、次のようになります。
-domain NONE -user username -password password -server enginename

domainURL は、ログオン先のドメインの URL を完全フォーマットで指定します。
URL には、ドメインのプロトコル、ホスト、およびポートの情報を
https://domain:port のフォーマットで組み込みます。port が指定されていない場
合、デフォルトは 9443 になります。
domain_name は、ログオンするドメインを指定します。 dsjob の場合は、-domain
NONE と設定して、ドメインではなくエンジンにログオンすることができます。 こ
の場合、ユーザー名とパスワードはドメイン用ではなく、エンジン用です。
enginename は、ログオンする別のエンジンを指定します。
username は、ログオン時に使用する別のユーザー名を指定します。
password は、ログオン時に使用する別のパスワードを指定します。
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暗号化されたユーザー名とパスワードは、コマンド・ラインではサポートされませ
ん。暗号化された値を使用する場合は、証明情報ファイルを使用してください。
証明情報をコマンド・ラインに入力せず、証明情報ファイルも使用しない場合
は、-url または -domain のいずれかのパラメーターと -server パラメーターのみ
を指定してください。ユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが出され
ます。(パスワードは、コマンド・ウィンドウでの入力時に非表示にされます。)
-url または -domain のいずれかのパラメーターと、-server および -user の両パ
ラメーターをコマンドに含めると、パスワードの入力を求めるプロンプトが出され
ます。以下に、コマンド例と対話を示します。
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic>dsjob
-domain [2002:920:c000:217:9:32:217:32]:9443 -server RemoteServer
-ljobs newTest
Please type user name:admin
Please type password:
Job_ODBC
Status code = 0

デフォルト・ポートを使用しないコンピューターでは、ローカル・サーバーにある
プロジェクトに接続するには、ポート番号のみを使用して -server オプションを指
定します。サーバー名は指定しないでください。 ユーザー名とパスワードを指定す
る必要はありません。 例を示します。
dsjob -server :31539 -lprojects

dsjob コマンドおよび dsadmin コマンドにより安全にログインするためには、暗号
化データを格納することができる証明情報ファイルを使用できます。
-authfile credentials_filename

credentials_filename は、ログオンの詳細が含まれているファイルの絶対パス名と名
前です。このファイルでは、暗号化されたデータと暗号化されていないデータがサ
ポートされます。 ファイルの詳細と内容の例については、証明情報ファイルを参照
してください。
または、以下の構文を使用して、証明情報ファイルで暗号化されていない詳細情報
を指定することもできます。
-file credentials_filename domainname enginename

注: -file 証明情報ファイルには、暗号化されたデータを含めることはできませ
ん。
dsjob コマンドでは、以下のコマンドも使用できます。
-file credentials_filename NONE enginename

domainname は、ファイルがログオンの詳細情報を含んでいる対象ドメインを指定し
ます。 dsjob の場合は、NONE と設定して、ドメインではなくエンジンにログオン
することができます。 この場合、ユーザー名とパスワードはドメイン用ではなく、
エンジン用です。
enginename は、ファイルがログオンの詳細情報を含んでいる対象エンジンを指定し
ます。
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credentials_filename は、ログオンの詳細が含まれているファイルの絶対パス名と名
前です。このファイルでは、暗号化されていないデータのみがサポートされます。
ドメインにログオンする場合は、次の情報がファイルに含まれている必要がありま
す。
domainname,enginename, username, password
エンジンにログオンする場合は、次の情報がファイルに含まれている必要がありま
す。
enginename, username, password
コマンドでログオン節を指定すると、ユーザー名とパスワードが公開される恐れが
あります。 -authfile オプションを使用して、暗号化されているログオン情報を別
個のファイルに保持するか、コンピューターでパスワードを求めるプロンプトを出
すようにすることをお勧めします。

プロジェクトの作成
dsadmin コマンドを使用してプロジェクトを作成できます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -createproject ProjectName
[-location ProjectLocation]
[-copyroles SourceProject]

ProjectName は、プロジェクトの名前です。
-location ProjectLocation は、パス名の形式のプロジェクトの位置で、プロジェクト
名が付いています。次の例では、 test がプロジェクト名です。
dsadmin -createproject test [-location /u1/IS85/IBM/InformationServer/Projects/test]

位置を指定しない場合、プロジェクトは、サーバーのインストール・ディレクトリ
ーのプロジェクト・ディレクトリーに作成されます。
-copyroles SourceProject は、新規プロジェクトのユーザー・ロールのコピー元とな
るプロジェクトの名前です。

プロジェクトの削除
dsadmin コマンドを使用して既存のプロジェクトを削除できます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -deleteproject ProjectName

ProjectName は、削除するプロジェクトです。

プロジェクトのプロテクト
dsadmin コマンドを使用して、プロジェクトのプロテクトまたはプロテクト解除が
できます。

18

プログラマー・ガイド

プロテクトされたプロジェクトはプロジェクトの特別なカテゴリーであり、通常、
そのプロジェクト内では何も追加したり、削除したり、変更したりできません。
ユーザーはプロジェクト内のオブジェクトを表示でき、ジョブのデザインではなく
ジョブの実行方法に影響を与えるタスクを実行できます。
v ジョブの実行
v ジョブ・プロパティーの設定
v ジョブ・パラメーターのデフォルト値の設定
製品マネージャー・ステータスのユーザーとアドミニストレーター・ステータスの
ユーザーは、既存の InfoSphere DataStage コンポーネントをプロテクトされたプロ
ジェクトにインポートできます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
プロジェクトをプロテクトするには、次のコマンドを実行します。
dsadmin -protectproject TRUE ProjectName

ここで、ProjectName は、プロジェクトの名前です。
プロジェクトのプロテクトを解除するには、次のコマンドを実行します。
dsadmin -protectproject FALSE ProjectName

ここで、ProjectName は、プロジェクトの名前です。

ログ・ファイルの自動パージの有効化または無効化
dsadmin コマンドを使用して、プロジェクトのジョブ・ログ・ファイルの自動パー
ジを有効化または無効化できます。

ログ・ファイルの自動パージの有効化
このコマンドを実行すると、プロジェクトのジョブ・ログ・ファイルのうち、指定
日数を超えた古いものを自動的にパージできます。
dsadmin -autopurgelog TRUE -days N ProjectName

ここで、
v N は日数です。この日数が経過すると、ジョブ・ログがパージされます。例え
ば、5 日間を指定すると、実行日数が 5 日を超えたジョブ・ログ・ファイルはパ
ージされます。
v ProjectName は、ジョブ・ログ・ファイルの自動パージを有効にするプロジェク
トです。
このコマンドを実行すると、指定したジョブ実行回数を超えたジョブ・ログ・ファ
イルをプロジェクトから自動的にパージできます。
dsadmin -autopurgelog TRUE -runs N ProjectName

ここで、

第 1 章 コマンド・ライン・インターフェース

19

v N は、ログ・ファイルを保存しておくジョブ実行の回数です。例えば、ジョブ実
行回数 10 を指定すると、最後の 10 回分のジョブ実行のジョブ・ログ・ファイ
ルが保存され、それより古いジョブ・ログ・ファイルはすべてパージされます。
v ProjectName は、ジョブ・ログ・ファイルの自動パージを有効にするプロジェク
トです。

ログ・ファイルの自動パージの無効化
このコマンドを実行して、プロジェクトのジョブ・ログ・ファイルの自動パージを
無効にします。
dsadmin -autopurgelog FALSE ProjectName

ここで、ProjectName は、自動パージを無効にするジョブ・ログ・ファイルがあるプ
ロジェクトです。

OSH 表示の有効化または無効化
dsadmin コマンドを使用して、パラレル・ジョブで、生成された OSH の表示を有
効または無効にできます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -oshvisible TRUE | FALSE ProjectName

注: このコマンドにはプロジェクト名を指定する必要がありますが、この設定はサ
ーバー上のすべてのプロジェクトに適用されます。
このコマンドはパラレル・ジョブのみで使用できます。

ランタイム列伝搬の有効化または無効化
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトのパラレル・ジョブでランタイ
ム列伝搬を有効または無効にできます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -enablercp TRUE | FALSE ProjectName

ProjectName には、パラレル・ジョブでランタイム列伝搬を有効または無効にするプ
ロジェクトを指定します。
このコマンドはパラレル・ジョブのみで使用できます。

ディレクター・クライアントによるジョブ管理の有効化または無効
化
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトのジョブのディレクター・クラ
イアントによるジョブ管理機能を有効または無効にできます。
このコマンドを使用するには、 InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステ
ータスが必要です。
dsadmin -enablejobadmin TRUE | FALSE ProjectName
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ProjectName には、ディレクター・クライアントによるジョブ管理を有効または無効
に設定するプロジェクトを指定します。

XML レポートの生成の有効化または無効化
このオプションは、配置パッケージにコンパイルされているパラレル・ジョブのみ
に適用されます。
配置パッケージには、XML 形式のジョブ・レポートを入れられます。このコマンド
はレポートの生成を有効または無効にできます。
dsadmin -enablegeneratexml TRUE | FALSE ProjectName

ProjectName には、パラレル・ジョブで XML レポートを有効または無効にするプ
ロジェクトを指定します。
このコマンドはパラレル・ジョブのみで使用できます。

高度なランタイム・プロパティーの有効化/無効化
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトのパラレル・ジョブの高度ラン
タイム・プロパティーを設定できます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -advancedruntime "AdvancedRuntimeOptions" ProjectName

ProjectName には、指定した高度ランタイム・オプションを設定するパラレル・ジョ
ブが含まれるプロジェクトを指定します。
AdvancedRuntimeOptions には、プロパティーに設定する値を指定し、引用符で囲む
必要があります。
このコマンドはパラレル・ジョブのみで使用できます。
プロパティーの設定を解除するには、次の例のように空ストリングを指定してコマ
ンドを繰り返します。
dsadmin -advancedruntime "" myproject

ベース・ディレクトリーの設定
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトのパラレル・ジョブのベース・
ディレクトリーを設定できます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -basedirectory BaseDirectoryName ProjectName

ProjectName には、ベース・ディレクトリーを設定するパラレル・ジョブが含まれて
いるプロジェクトを指定します。
BaseDirectoryName には、プロパティーに設定する値を指定します。
このコマンドはパラレル・ジョブのみで使用できます。
第 1 章 コマンド・ライン・インターフェース
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デプロイメント・ディレクトリー・テンプレートの設定
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトのパラレル・ジョブのデプロイ
メント・ディレクトリー・テンプレートを設定できます。
このコマンドを使用するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ステー
タスが必要です。
dsadmin -deploymentdirectory DirectoryTemplate ProjectName

ProjectName には、デプロイメント・ディレクトリー・テンプレートを定義するパラ
レル・ジョブが含まれているプロジェクトを指定します。
DirectoryTemplate には、プロパティーに設定する値を指定します。
このコマンドはパラレル・ジョブのみで使用できます。

環境変数の追加
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトに新しい環境変数を作成できま
す。
環境変数は、「ユーザー定義」カテゴリーに追加されます。
dsadmin -envadd EnvVarName -type STRING | ENCRYPTED
-prompt "PromptText" [-value "Value"] ProjectName

EnvVarName には、作成する環境変数の名前を指定します。
-type には環境変数のタイプを指定します。STRING または ENCRYPTED のどちら
かに設定する必要があります。
-prompt PromptText には、この環境変数に関連付けるプロンプトを指定します。
PromptText は、スペースを含む場合もあるため引用符で囲む必要があります。
-value Value には、新しい環境変数の値を指定します。 値は引用符で囲む必要があ
ります。 環境変数の値を指定しない場合は、dsadmin -envset コマンドを使用して
設定する必要があります。
ProjectName には、環境変数を追加するプロジェクトを指定します。

環境変数の削除
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトの環境変数を削除できます。
ビルトインの環境変数は削除できません。
dsadmin -envdelete EnvVarName ProjectName

EnvVarName には、削除する環境変数を指定します。
ProjectName には、環境変数を削除するプロジェクトを指定します。

環境変数の値の設定
dsadmin コマンドを使用して、特定のプロジェクトの環境変数の値を設定できま
す。
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APT_EXECUTION _MODE のようなリスト・タイプの環境変数を設定する場合、ア
ドミニストレーター・クライアントに表示されるリスト・メンバーではなく、設定
可能な内部値の 1 つを指定する必要があります。 例えば、パラレル・ジョブを 1
つの処理ノードで実行させるために APT_EXECUTION_MODE を設定する場合、環
境変数の値は、アドミニストレーター・クライアントで表示される `One process'で
はなく、'ONE_PROCESS' に設定します。
ブール型の環境変数を設定する場合、値は 1 (TRUE) または 0 (FALSE) に設定し
ます。
$ENV を使用して環境の現在の設定に環境変数の値を設定する場合、正しい値を取
得するには単一引用符を使用する必要があります (例: dsadmin -envset NEW3 -value
'$ENV' dstage)。
dsadmin -envset EnvVarName -value "Value" ProjectName

EnvVarName には、値を設定する環境変数を指定します。
-value "Value" には、環境変数の値を指定し、引用符で囲む必要があります。
ProjectName には、環境変数を追加するプロジェクトを指定します。

プロジェクトのリスト
dsadmin コマンドを使用して、エンジン層上のプロジェクトをリストできます。
dsadmin -listprojects

エンジン層上のすべてのプロジェクトをリストします。

プロパティーのリスト
dsadmin コマンドを使用して、プロジェクトのプロパティーをリストできます。
次のプロパティーがリストされます。
v パラレル・ジョブで、生成される OSH が可視に設定されているかどうか。
v パラレル・ジョブで、ランタイム列伝搬が有効に設定されているかどうか。
v パラレル・ジョブのベース・ディレクトリー名。
v パラレル・ジョブの高度なランタイム・オプション。
v パラレル・ジョブのカスタム・デプロイメント・コマンド。
v デプロイされるジョブ・ディレクトリー・テンプレート
v ディレクター・クライアントでジョブ管理が有効に設定されているかどうか。
パラレル・ジョブのプロパティーは、パラレル・ジョブが利用可能な場合にのみリ
ストされます。
dsadmin -listproperties ProjectName

ProjectName には、プロパティーをリストするプロジェクトを指定します。
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環境変数のリスト
dsadmin コマンドを使用して、プロジェクトの環境変数をリストできます。
dsadmin -listenv ProjectName

.dsx ファイルからインポートするためのコマンド
オブジェクトを .dsx ファイルから指定するリポジトリーにインポートできます。
DSXImportService コマンドにはいくつかのオプションがあります。 コマンドを使用
して、.dsx ファイル全体の内容、または .dsx ファイル内の指定されたオブジェクト
の内容をインポートできます。また、インポート・プロセスのレポートを生成でき
ます。 DSXImportService コマンドを使用して、.dsx ファイルの内容をリストする
こともできます。
DSXImportService コマンドは、ASBNode がインストール済みのすべてのコンピュ
ーターで実行できます。

.dsx ファイルからのオブジェクトのインポート
DSXImportService コマンドを実行するには、サービス層の接続の詳細およびインポ
ートするファイルのパスを指定する必要があります。

目的
DSXImportService コマンドは、オブジェクトを .dsx ファイルから IBM InfoSphere
DataStage リポジトリーにインポートします。

パラメーター
以下の方法で、サービス層のドメイン、ユーザー名、およびパスワードの詳細を指
定できます。
v 暗号化可能な証明情報ファイル内の値の場合。証明情報ファイル内で暗号化接続
の詳細を指定するのが最もセキュアなオプションです。
v ファイル内で暗号化されていない値の場合。ファイル内に詳細を指定する場合、
コマンド・ラインにも詳細を指定して、ファイルの内容の一部をオーバーライド
することもできます。 例えば、異なるドメインを指定して、ユーザー名とパスワ
ードはファイルに指定されたものを使用すると、同じファイルを使用して別々の
コンピューターに接続することができます。 ユーザー名とパスワードを、コマン
ド・ラインではなくファイル内に指定すれば、セキュリティーはより強化されま
す。
v コマンド・ラインで暗号化されていない値の場合。ドメイン詳細のみを指定する
場合、ユーザー名とパスワードを入力するようプロンプトが出されます。(パスワ
ードは、コマンド・ウィンドウでの入力時に非表示にされます。) ドメインとユ
ーザー名の詳細を指定する場合、パスワードを入力するようプロンプトが出され
ます。
以下の構文は、接続の詳細を含む証明情報ファイルを指定します。
-ISAuthFile isAuthFile
-DSProject dsProject
-DSXFile dsxFile
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[-Overwrite | -OverwriteReadOnly]
[-Verbose]
[-StopOnError]
[selected_import]

次の構文は、接続の詳細が含まれたファイルを指定します。
-ISFile isFile
[-ISHost isHost[:port]]
[-ISUser isUser]
[-ISPassword isPassword]
[-DSHost dsHost[:port]]
-DSProject dsProject
-DSXFile dsxFile
[-Overwrite | -OverwriteReadOnly]
[-Verbose]
[-StopOnError]
[selected_import]

次の構文は、接続の詳細を直接コマンド・ラインに指定します。
-ISHost isHost[:port]
[-ISUser isUser [-ISPassword isPassword]]
[-DSHost dsHost[:port]]
-DSProject dsProject
-DSXFile dsxFile
[-Overwrite | -OverwriteReadOnly]
[-Verbose]
[-StopOnError]
[selected_import]

-ISAuthFile isAuthFile
サービス層の接続の詳細を含む証明情報ファイルを指定します。接続の詳細は暗
号化できます。証明情報ファイルには、以下の 4 つの引数が含まれていなけれ
ばなりません。
domain=isHost[:port]
user=isUser
password=isPassword
server=dsHost[:port]]

ファイルには、上記の 4 つの引数のみが含まれ、1 行に 1 つの引数が指定され
ている必要があります。引数には大/小文字の区別があり、コマンド・ライン引
数と同じフォーマットになります。
例を含む証明情報ファイルについて詳しくは、『』を参照してください。
-ISFile isFile
暗号化されていないサービス層の接続の詳細を含むファイルの名前を指定しま
す。コマンド・ラインで接続の詳細を指定すると、その接続の詳細により、ファ
イル内に定義されている詳細がオーバーライドされます。ファイルには、次のよ
うな引数を使用して接続の詳細を指定します。
-ISHost isHost[:port]
-ISUser isUser
-ISPassword isPassword

ファイルには、上記の 3 つの引数のみが含まれ、1 行に 1 つの引数が指定され
ている必要があります。引数には大/小文字の区別があり、コマンド・ライン引
数と同じフォーマットになります。
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-ISHost isHost[:port]
ドメインをホストするコンピューターの名前を指定します。 ポート番号を指定
しないと、デフォルト・ポート番号 9443 が使用されます。
-ISUser isUser
ドメイン上のユーザーの名前を指定します。
-ISPassword isPassword
ドメイン・ユーザーのパスワードを指定します。
-DSHost dsHost[:port]
エンジン層がサービス層と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、エンジン層をホストするコンピューターを指定しなければなりません。 ポ
ート番号を指定しないと、デフォルト・ポート番号が使用されます。
-DSProject dsProject
オブジェクトのインポート先のプロジェクトを指定します。
-DSXFile dsxFile
オブジェクトのインポート元の .dsx ファイルを指定します。絶対パス名を指定
しますが、それはローカルでもリモートでも構いません。
-Overwrite
このオプションを指定すると、リポジトリー内の既存オブジェクトが上書きされ
ます。このオプションを指定しないと、既存オブジェクトを再インポートしよう
とするとエラーになります。
-OverwriteReadOnly
このオプションは、-Overwrite と同じことを行いますが、さらに、検出された
読み取り専用項目も置き換えます。 このオプションを指定しないと、既存の読
み取り専用項目は上書きされません。
-Verbose
このオプションを指定すると、インポートされたオブジェクトの完全なレポート
が生成されます。デフォルトでは、インポート・エラーのみがレポートされま
す。
-StopOnError
このオプションを指定すると、オブジェクトのインポート時にエラーが発生した
場合、インポートを停止します。
selected_import
ここにオプションを指定して、選択したオブジェクトを .dsx ファイルからイン
ポートできます。次の表で示されるように、オブジェクト・タイプおよびオブジ
ェクト名を指定します。 オブジェクト・タイプの完全な名前または省略された
名前を指定できます。
表 1. 選択されるインポート・オプション
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省略されたオプション

完全なオプション

オブジェクト・タイプ

-JB

-JOB

ジョブ

-EJ

-EXECUTABLEJOB

ジョブ実行可能ファイル

-DE

-DATAELEMENT

データ・エレメント

-TD

-TABLEDEFINITION

表定義

-ST

-STAGETYPE

ステージ・タイプ

表 1. 選択されるインポート・オプション (続き)
省略されたオプション

完全なオプション

オブジェクト・タイプ

-TR

-TRANSFORM

変換処理

-RT

-ROUTINE

ルーチン

-ID

-IMSDATABASE

IMS データベース

-IV

-IMSVIEWSET

IMS ビューセット

-MP

-MACHINEPROFILE

マシン・プロファイル

-SC

-SHAREDCONTAINER

共有コンテナー

-QR

-QSRULEASSEMBLY

QualityStage ルール・セット

-PS

-PARAMETERSET

パラメーター・セット

-DC

-DATACONNECTION

データ接続

サンプル
以下のコマンドは、oldproject.dsx ファイル内のオブジェクトを dstage プロジェ
クトにインポートします。接続の詳細は myconnection ファイル内で指定されま
す。
DSXImportService -ISFile myconnection –DSProject dstage
–DSXFile c:¥export¥oldproject.dsx

以下のコマンドは、newproject.dsx ファイル内のオブジェクトを dstage プロジェ
クトにインポートします。接続の詳細は、コマンド内で指定されます。
DSXImportService -ISHost isserver:9443 -ISUser wgamsworth
-ISPassword paddock -DSProject dstage -DSXFile c:¥export¥newproject.dsx

以下のコマンドは、選択したオブジェクトを partproject.dsx ファイルから dstage
プロジェクトにインポートします。接続の詳細は myconnection ファイル内で指定
されます。
DSXImportService -ISFile myconnection –DSProject dstage
-DSXFile c:¥export¥oldproject.dsx -JB job1 job2
–TD APTSchemas¥CFDImport¥XYZ_RECORD –ROUTINE routine1 routine2

.dsx ファイルの内容のリスト
DSXImportService コマンドを使用して、.dsx ファイルの内容をリストできます。

目的
DSXImportService コマンドの List パラメーターを使用して、.dsx ファイルに含ま
れるオブジェクトをリストします。 ファイルをリストするために、ドメインに接続
する必要はありません。

パラメーター
次の構文は、リストするファイルを指定します。
-List -DSXFile <dsxfile>
]
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-DSXFile dsxFile
リストする .dsx ファイルを指定します。 絶対パス名を指定しますが、パス
はローカルでもリモートでも構いません。

サンプル
次のコマンドは、ファイル oldproject.dsx の内容をリストします。
DSXImportService -List -DSXFile c:¥archives¥oldproject.dsx

プロジェクトをチェックおよび修復するコマンド
プロジェクトのデザイン時の資産が、対応する InfoSphere DataStage サーバー・プ
ロジェクト資産と同期しているかどうかをチェックして、必要に応じて修復を行う
ことができます。
メタデータ・リポジトリー内に保持された、プロジェクトのデザイン時の資産が、
サーバー・プロジェクトと同期していない場合には、サーバー・プロジェクト (サ
ーバー・プロジェクト内の資産) は使用できなくなります。
SyncProject コマンドを使用して、不整合がないかをチェックして、不整合が検出
された場合にその不整合を修復できます。このコマンドを通常のメンテナンス・ス
ケジュールの一部として使用して、問題がないかをチェックできます。 問題が検出
された場合には、修復モードのコマンドを使用して、問題を修正します。 または、
対話式にコマンドを使用して、修復処置が必要な場合にプロンプトが出されるよう
にすることもできます。
SyncProject コマンドは、以下の問題の検出および修復試行を行うことができま
す。
プロジェクトがメタデータ・リポジトリー内に存在しない問題
この障害は、サーバー・プロジェクトが存在するのにもかかわらず、対応す
るプロジェクトがメタデータ・リポジトリー内に存在しない場合に発生しま
す。 SyncProject は、サーバー・プロジェクトを削除することでこの障害
を修復しようとします。
サーバー・プロジェクトが存在しない問題
この障害は、プロジェクトがメタデータ・リポジトリー内に存在するのにも
かかわらず、対応するサーバー・プロジェクトが存在しない場合に発生しま
す。 SyncProject は、サーバー・プロジェクトを再作成することでこの障
害を修復しようとします。 SyncProject によるプロジェクトの再作成が成
功した場合には、プロジェクト内のすべてのジョブをリコンパイルする必要
があります。
サーバー・プロジェクト・ファイルが破損している問題
サーバー・プロジェクトは、ファイル内にプロジェクト・オブジェクトの記
述を保持しています。これらのファイルが破損している場合には、
SyncProject は、破損しているプロジェクト・ファイルを初期状態に戻すこ
とで、この問題を解決しようとします。
ジョブまたは共有コンテナーがメタデータ・リポジトリー内に存在しない問題
この障害は、サーバー・ジョブまたは共有コンテナーが存在するのにもかか
わらず、対応するメタデータ・リポジトリーのジョブまたは共有コンテナー
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が存在しない場合に発生します。 SyncProject は、サーバー・ジョブまた
は共有コンテナーを削除することで、この障害を修復しようとします。
サーバー・ジョブまたは共有コンテナーが存在しない問題
この障害は、ジョブまたは共有コンテナーがメタデータ・リポジトリー内に
存在するのにもかかわらず、対応するサーバーのジョブまたは共有コンテナ
ーが存在しない場合に発生します。 SyncProject は、サーバー・ジョブま
たは共有コンテナーを再作成することで、この障害を修復しようとします。
SyncProject によるジョブの再作成が成功した場合には、そのジョブをリコ
ンパイルする必要があります。
サーバー・エンジン・ジョブ・ファイルが破損している問題
この障害は、サーバー・エンジンが実行可能ジョブおよびその状態を定義し
ているファイルが破損した場合に発生します。 破損したファイルを復旧す
るために、SyncProject は、空のファイルを再作成します。 結果として、
ジョブをリコンパイルする必要が生じることがあります。また、ジョブ・ロ
グ履歴および現行ジョブ状況の情報が失われることがあります。
サーバー・ジョブまたは共有コンテナーのフォルダーが正しくない問題
この障害は、サーバー上のジョブまたは共有コンテナーが、メタデータ・リ
ポジトリーと比較して、別のフォルダーに配置されている場合に発生しま
す。 SyncProject は、サーバー・プロジェクト内のジョブまたは共有コン
テナーのフォルダー属性を更新することで、この障害を修復しようとしま
す。
SyncProject コマンドでサーバー・プロジェクトを修復できなかった場合には、
SyncProject コマンドを使用して、メタデータ・リポジトリーからプロジェクトを
再構成できます。

SyncProject コマンドの認証パラメーター
SyncProject コマンドを使用してプロジェクトを確認または修正する場合には、認
証詳細を指定する必要があります。

パラメーター
サービス層ホスト、ユーザー名、およびパスワードの詳細をファイル内に指定でき
ます。あるいは、コマンド・ラインに直接それらの詳細を指定できます。 ファイル
内に詳細を指定する場合、コマンド・ラインにも詳細を指定して、ファイルの内容
の一部をオーバーライドすることもできます。 例えば、異なるホストを指定して、
ユーザー名とパスワードはファイルに指定されたものを使用すると、同じファイル
を使用して別々のコンピューターに接続することができます。ユーザー名とパスワ
ードを、コマンド・ラインではなくファイル内に指定すれば、セキュリティーはよ
り強化されます。
次の構文は、接続の詳細が含まれたファイルを指定します。
SyncProject -ISFile isFile
[-ISHost isHost[:port]]
[-ISUser isUser]
[-ISPassword isPassword]
[-DSHost dsHost[:port]]

次の構文は、接続の詳細を直接コマンド・ラインに指定します。
第 1 章 コマンド・ライン・インターフェース
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SyncProject
-ISHost isHost[:port]
-ISUser isUser
-ISPassword isPassword
[-DSHost dsHost[:port]]

-ISFile isFile
接続の詳細を含むファイルの名前を指定します。このパラメーターにより、ログ
イン詳細が表示されないようにすることで、ある程度のセキュリティーを提供し
ます。 このパラメーターを使用する場合、コマンド・ラインに接続の詳細を指
定する必要はありません。 ただし、コマンド・ラインに接続の詳細を指定する
と、その接続の詳細は、ファイル内に定義されている接続の詳細をオーバーライ
ドします。 ファイルには、次のような引数を使用して接続の詳細を指定しま
す。
-ISHost isHost -ISUser isUser -ISPassword isPassword

ファイルの内容として、各行に 1 つずつの引数が必要です。以下の引数には大/
小文字の区別があります。
-ISHost isHost[:port]
ドメインをホストするコンピューターの名前を指定します。 ポート番
号を指定しないと、デフォルト・ポート番号 9443 が使用されます。
-ISUser isUser
サービス層のユーザーの名前を指定します。
-ISPassword isPassword
サービス層ユーザーのパスワードを指定します。
-DSHost dsHost[:port]
エンジン層がサービス層と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、エンジンをホストするコンピューターを指定しなければなりません。ポート
番号を指定しないと、デフォルト・ポート番号が使用されます。

プロジェクトの不整合チェック
SyncProject コマンドを使用して、デザイン時のリポジトリーと実行時のリポジト
リー間でプロジェクトが整合しているかをチェックします。

パラメーター
SyncProject コマンドの構文は以下のとおりです。
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname...
[-JobJobname...]
-Report [filename]
[-StopOnError]

-Project Projectname...
チェックするプロジェクトを 1 つ以上指定します。
-Job Jobname...
コマンドでプロジェクトを 1 つだけ指定した場合には、そのプロジェクト
内のチェック対象ジョブのリストを指定します。
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-report [filename]
レポートが必要であることを指定します。 オプションとして、ファイル名
を指定することができます。その場合、レポートがこのファイルに書き込ま
れます。

例
以下のコマンドは、dstage3 というプロジェクトの整合性レポートを要求します。
ここでは、サービス層とエンジン層がともに R101 というコンピューター上にある
ものとします。
SyncProject -ISHost R101:9443 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage3
-report

このコマンドでは、以下のようなレポートが出力されます。
DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2010 9:32:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Issues Found.
Overall Summary
--------------0 Issues found.

以下のコマンドは、dstagen という名前のすべてのプロジェクトの整合性レポートを
要求します。 このコマンドによって、プロジェクト dstage3、dstage4、dstage5、お
よび dstage9 の結果が返されます。 レポートは、画面への出力に加えて、ファイル
に書き込まれます。
SyncProject -ISHost R101:9443 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage*
-report c:¥myprojrep

ここでは、dstage9 というプロジェクトで 2 つの不整合が見つかったとします。 そ
の場合、以下のレポートが出力され、ファイル c:¥myprojrep に書き込まれます。
DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2010 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------0 Issues Found.
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DataStage Project: dstage4
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project: dstage5
-------------------------0 Issues Found.
DataStage Project = dstage9
--------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job 'testJob’ is missing.
DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’ should be 'correctCategory’
Overall Summary
--------------2 Issues found.

不整合プロジェクトの修復
-fix パラメーターを指定して SyncProject コマンドを使用することで、不整合があ
るとレポートされているプロジェクトを修復できます。

パラメーター
SyncProject コマンドの構文は以下のとおりです。
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname...
[-Job Jobname...]
-Fix [filename]
-StopOnError

-Project Projectname...
修復するプロジェクトを 1 つ以上指定します。
-Job Jobname...
コマンドでプロジェクトを 1 つだけ指定した場合には、そのプロジェクト
内の修復対象ジョブのリストを指定できます。
-Fix [filename]
指定した単一または複数のプロジェクトで以前レポートされた障害について
修正が必要であることを指定します。 オプションとして、ファイル名を指
定することができます。その場合、すべての修正試行の結果がそのファイル
に書き込まれます。
-StopOnError
SyncProject が不整合の修正に失敗したときに停止する場合には、このパラ
メーターを指定します。 それ以上修正は試行されません。

例
以下のコマンドは、プロジェクト dstage3 および dstage5 に修正を行うように要求
します。
SyncProject -ISFile islogin -project dstage3 dstage5 -Fix

32

プログラマー・ガイド

このコマンドは、必要な修復を行うことができると、以下のレポートを出力しま
す。
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job 'testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’
should be 'correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
DataStage Project: dstage5
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job 'test2Job’ is missing.
1 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Overall Summary
--------------3 Issues resolved.
0 Issues remaining.

以下のコマンドは、プロジェクト dstage6 に対して修正を行い、その結果をファイ
ル c:¥fixresults に書き込むように要求します。
SyncProject -ISFile islogin -project dstage6 -fix c:¥fixresults

このコマンドで、必要な修復が行えなかったとします。 その場合、このコマンドで
以下のレポートが出力されて、ファイル c:¥fixresults に書き込まれます。
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage6
-------------------------UNRESOLVED: DS Engine Job 'nexttestJob’ is missing.
UNRESOLVED: DS Engine Job 'nexttestJob2’ folder 'incorrectFolder’
should be 'correctFolder’.
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Overall Summary
--------------0 Issues resolved.
2 Issues remaining.

対話式でのプロジェクトのチェックおよび修復
SyncProject コマンドを対話式に使用して、プロジェクトの実行時の資産がデザイ
ン時の資産に一致しているかをチェックします。不整合が検出された場合には、そ
の修正を試行するかどうかを決定するようにプロンプトが出されます。

パラメーター
SyncProject コマンドの構文は以下のとおりです。
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname...
[-JobJobname...]
-Report [filename]
-Fix [filename]
-StopOnError

-Project Projectname...
チェックするプロジェクトを 1 つ以上指定します。
-JobJobname...
コマンドでプロジェクトを 1 つだけ指定した場合には、そのプロジェクト
内のチェック対象ジョブのリストを指定できます。
-report [filename]
レポートが必要であることを指定します。 オプションとして、ファイル名
を指定することができます。その場合、レポートがこのファイルに書き込ま
れます。
-fix [filename]
不整合をすべて修正することを指定します。 オプションとして、ファイル
名を指定することができます。その場合、修正に関する情報およびその成
功/失敗の結果がこのファイルに書き込まれます。
-StopOnError
SyncProject が不整合の修正に失敗したときに停止する場合には、これを指
定します。

例
以下のコマンドは、dstage3 というプロジェクトの整合性レポートを要求し、検出さ
れた不整合をすべて修復するように要求します。
SyncProject -ISHost R101:9443 -ISUser admin -ISPassword pword
-Project dstage3 -Report -Fix

以下のようなレポートが出力されます。
DSEngine Restorer Report
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
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DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------2 Issues Found.
DS Engine Job 'testJob’ is missing.
DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’
should be 'correctCategory’
Overall Summary
--------------2 Issues found.

検出された問題を修正するかどうかについて、プロンプトが出されます。 その後、
SyncProject は、修正に成功すると、その成功について以下のようにレポートしま
す。
DSEngine Restorer Fix Results
Feb 05, 2009 9:39:00 AM
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage3
-------------------------RESOLVED: DS Engine Job 'testJob’ is missing.
RESOLVED: DS Engine Job 'testJob2’ category 'incorrectCategory’
should be 'correctCategory’.
2 Issues resolved.
0 Issues remaining.
Overall Summary
--------------2 Issues resolved.
0 Issues remaining.

プロジェクトの再構成
SyncProject コマンドを使用して、リポジトリーからプロジェクトを再構成しま
す。

パラメーター
プロジェクト・ディレクトリーは、プロジェクトがリポジトリーから再構成される
前に削除されます。 再構成されたプロジェクトには、ログおよびジョブ状況データ
が一切保持されていません。
再構成されたプロジェクト内のジョブおよびルーチンは、リコンパイルする必要が
あります。
SyncProject コマンドの構文は以下のとおりです。
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SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname
-Reconstruct

-Project Projectname
再構成するプロジェクトを指定します。
-Reconstruct
プロジェクトを再構成することを指定します。

例
以下のコマンドは、dstage1 というプロジェクトをリポジトリーから再構成すること
を要求します。
SyncProject -ISHost R101:9443 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage1
-reconstruct

このコマンドでは、以下のようなレポートが出力されます。
DSEngine Restorer Fix Results
Wed Jan 20 09:13:35 GMT 2010
IS Host = R101
IS Port = 9443
IS User = admin
DS Host = R101
DS Port = 3158
DataStage Project: dstage1
-------------------------RESOLVED:
RESOLVED:
RESOLVED:
RESOLVED:
RESOLVED:

Deleting and re-creating DS Engine Project: dstage1.
DS Engine Job ’px1’ is missing.
DS Engine Job ’sv1’ is missing.
DS Engine Shared Container ’pxsc1’ is missing.
DS Engine Shared Container ’svsc1’ is missing.

Overall Summary
--------------5 Issues Resolved.
0 Issues Unresolved.

プロジェクトのバックアップ
SyncProject コマンドを使用して、プロジェクトのバックアップ・コピーを作成し
ます。

パラメーター
SyncProject コマンドの構文は以下のとおりです。
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname
-Backup [filename]

-Project Projectname
バックアップするプロジェクトを指定します。
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-Backup [filename]
オプションで、作成する tar アーカイブ・ファイルの絶対パス名を指定しま
す。ファイル名を指定しなければ、tar アーカイブ・ファイルの名前は、
Projectname.tar になります。

例
以下のコマンドは、dstage3 というプロジェクトのバックアップ・コピーを、
dstage3.tar という tar アーカイブ・ファイルに作成するように要求します。
SyncProject -ISHost R101:9443 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage3
-backup c:¥archives¥dstage3.tar

このコマンドでは、以下のようなレポートが出力されます。
Performing the backup.
The backup was successful.

プロジェクトのリストア
SyncProject コマンドを使用して、バックアップ・コピーからプロジェクトをリス
トアします。

パラメーター
SyncProject コマンドの構文は以下のとおりです。
SyncProject authentication_parameters
-Project Projectname
-Restore filename

-Project Projectname
リストアするプロジェクトを指定します。
-Restore [filename]
以前作成した tar アーカイブ・ファイルの名前を指定します。

例
以下のコマンドは、dstage3 というプロジェクトを、dstage3.tar という tar アーカ
イブ・ファイルからリストアするように要求します。
SyncProject -ISHost R101:9443 -ISUser admin -ISPassword pword -project dstage3
-restore dstage3.tar

このコマンドでは、以下のようなレポートが出力されます。
Performing the project restore.
The project restore was successful.
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第 2 章 InfoSphere DataStage Development Kit (ジョブ制御
インターフェース)
InfoSphere DataStage Development Kit およびその他のジョブ制御インターフェース
は、エンジンでジョブを直接実行するために使用できるツールです。これらのツー
ルを使用することで、複数のシナリオでジョブを実行するための柔軟性が得られ、
Director クライアントを使用する必要がなくなります。
InfoSphere DataStage には、ディレクター・クライアントを使用せずに、サーバー・
ジョブまたはパラレル・ジョブをエンジンで直接実行できるさまざまな方式が用意
されています。 次の方式があります。
v C/C++ API (InfoSphere DataStage Development Kit)
v InfoSphere DataStage BASIC 呼び出し
v コマンド・ライン・インターフェース・コマンド (CLI)
v InfoSphere DataStage マクロ
これらの方式は、次のとおり、さまざまな状況で使用できます。
v API。 API を使用することで、ネットワークを介してエンジン層に接続できると
いう条件の下で、システム上の任意の場所で実行できる、必要なものを完備した
プログラムをビルドできます。
v BASIC。 InfoSphere DataStage BASIC インターフェースを使用してビルドされた
プログラムは、ネットワーク上の任意のエンジン層から実行できます。 このイン
ターフェースを使用して、ほかのジョブを実行および制御するジョブを定義でき
ます。制御ジョブは、ほかのジョブと同様にディレクター・クライアントから実
行できます。または、直接エンジン・マシン上で TCL プロンプトから実行する
こともできます。
v CLI。 CLI は、ネットワーク上の任意のエンジン層ホストのコマンド・ラインか
ら使用できます。 この方式を使用すると、ほかのエンジンでもジョブを実行でき
ます。
v マクロ。 ジョブ・デザインまたは BASIC プログラムでいくつかのマクロを使用
できます。 これはほとんどの場合、ほかのジョブに関する情報を取得するために
使用されます。

InfoSphere DataStage Development Kit
InfoSphere DataStage Development Kit を使用して、InfoSphere DataStage API
(C/C++ アプリケーション・プログラミング・インターフェース) にアクセスするこ
とができます。
.
このセクションでは、InfoSphere DataStage API の使用に関する一般的な情報につい
て説明します。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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dsapi.h ヘッダー・ファイル
すべての API プログラムに InfoSphere DataStage API ヘッダー・ファイルをインク
ルードします。
DataStage API には、すべての API プログラムにインクルードする必要があるヘッ
ダー・ファイルが用意されています。 ヘッダー・ファイルには、すべての
InfoSphere DataStage API 関数のプロトタイプが含まれています。 これは、
$DSHOME/include ディレクトリーに入っています。形式は定義したトークンにより
決まります。
v _STDC_ トークンまたは WIN32 トークンが定義された場合、プロトタイプは
ANSI C 形式になります。
v _cplusplus トークンが定義されている場合、プロトタイプは宣言を次の文字列で
囲んだ C++ 形式になります。
extern "C" {...}

v それ以外の場合は、プロトタイプは KR 形式です。

データ構造体、結果データ、スレッド
InfoSphere DataStage API 関数は、オブジェクトに関する情報を、データ項目へのポ
インターとして返します。これは、直接実行されるか、または呼び出し側で用意さ
れるデータ構造体の要素にポインターを設定することで間接的に実行されます。
呼び出し側アプリケーション内の各スレッドには、異なる保存領域が割り振られま
す。 InfoSphere DataStage API ルーチンを呼び出すたびに、呼び出し結果でこのデ
ータ域の既存内容が上書きされ、要求されたデータの領域へのポインターが返され
ます。
例えば、DSGetProjectList 関数は、 InfoSphere DataStage プロジェクトのリストを
取得し、 DSGetProjectInfo 関数は、プロジェクト内のジョブのリストを取得しま
す。 DSGetProjectList 関数が呼び出された場合、プロジェクトのリストを取得し、
スレッドのデータ領域に格納し、この領域へのポインターを返します。 その後で同
一のスレッドが DSGetProjectInfo を呼び出すと、ジョブのリストが取得され、プロ
ジェクト・リストを上書きしてスレッドのデータ領域に格納されます。 提供された
データ構造体のジョブ・リスト・ポインターは、スレッドデータ領域を参照しま
す。
つまり、InfoSphere DataStage API 関数の結果を後で再利用する必要がある場合に
は、新たに InfoSphere DataStage API 呼び出しを実行する前に、アプリケーション
側でデータのコピーを作成する必要があります。 また、呼び出しを複数のスレッド
で使用することもできます。
InfoSphere DataStage API は、各スレッドのエラーを保管します。DSGetLastError
関数の呼び出しでは、呼び出し側スレッド内で生成された最後のエラーが返されま
す。

InfoSphere DataStage API プログラムの作成
関数を効率的に正しいシーケンスで使用する単純で論理的なプロセスに従うことに
よって、InfoSphere DataStage API プログラムを作成することができます。
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このタスクについて
アプリケーションでは、 InfoSphere DataStage API 関数を論理的な順序で使用し、
確実に、接続を正しく開いて閉じ、ジョブを効率的に実行する必要があります。 次
の手順では、従うべきプログラム・ロジックの概要および各ステップで使用する関
数について示しています。

手順
1. 必要に応じて、InfoSphere DataStage に接続するために使用するホスト名、ユー
ザー名、およびパスワードを設定します (DSSetServerParams)。
2. 有効なプロジェクトのリストを取得します (DSGetProjectList)。
3. プロジェクトを開きます (DSOpenProject)。
4. ジョブのリストを取得します (DSGetProjectInfo)。
5. 1 つ以上のジョブを開きます (DSOpenJob)。
6. ジョブ・パラメーターを表示します (DSGetParamInfo)。
7. ジョブをロックします (DSLockJob)。
8. ジョブのパラメーターと制限を設定します (DSSetJobLimit, DSSetParam)。
9. ジョブの実行を開始します (DSRunJob)。
10. ジョブをポーリングするか、ジョブの完了を待ちます (DSWaitForJob、
DSStopJob、DSGetJobInfo)。
11. ジョブのロックを解除します (DSUnlockJob)。
12. ジョブのログ・エントリーの概要を表示します (DSFindFirstLogEntry、
DSFindNextLogEntry)。
13. 特定のログ・イベントの詳細を表示します (DSGetNewestLogId、
DSGetLogEntry、DSGetLogEntryFull)。
14. ジョブ・ステージの詳細を調べて表示します (DSGetJobInfo - ステージ・リス
ト、DSGetStageInfo)。
15. アクティブ・ステージ内のリンクの詳細を調べて表示します (DSGetStageInfo リンク・リスト、DSGetLinkInfo)。
16. すべての開いているジョブを閉じます (DSCloseJob)。
17. プロジェクトとの接続を解除します (DSCloseProject)。

InfoSphere DataStage API アプリケーションのビルド
InfoSphere DataStage API を使用するアプリケーションを作成するには、プログラム
を作成し、コードをコンパイルし、アプリケーションをリンクします。

このタスクについて
InfoSphere DataStage API を使用するアプリケーションを作成するために必要なすべ
てのものは、エンジン層ホスト・マシンの IBM¥InformationServer¥Server インス
トール・ディレクトリーの dsdk (DataStage Development Kit) というサブディレク
トリー内にあります。

第 2 章 InfoSphere DataStage Development Kit (ジョブ制御インターフェース)

41

手順
1. InfoSphere DataStage API を使用するすべてのソース・モジュール内に dsapi.h
ヘッダー・ファイルをインクルードして、プログラムを作成します。
2. コードをコンパイルします。 WIN32 トークンが定義されていることを確認しま
す。 (これは Microsoft Visual C/C++ コンパイラー環境では、自動的に実行され
ます。)
3. vmdsapi.lib を含めて、インクルードするライブラリーのリストにアプリケーシ
ョンをリンクします。

アプリケーションの再配布
InfoSphere DataStage API アプリケーションの実行時に、アプリケーションのインス
トール先のコンピューターのロールに応じて、アプリケーション、DLL、またはラ
イブラリーを再配布します。
エンジン層がインストールされているコンピューター上で InfoSphere DataStage API
アプリケーションを実行する場合には、InfoSphere DataStage API DLL もライブラ
リーもインクルードする必要はありません。これらは、エンジン層の一部としてイ
ンストールされているためです。
InfoSphere DataStage クライアントとして使用しているコンピューターからアプリケ
ーションを実行する場合には、アプリケーションとともに次のライブラリーを再配
布する必要があります。
vmdsapi.dll
エンジン層も InfoSphere DataStage クライアントもインストールされていないコン
ピューターからプログラムを実行する場合には、上記のライブラリーに加えて、次
のものも再配布する必要があります。
dsclnt32.dll dsrpc32.dll ACS_common_cpp.dll ACS_client_cpp.dll
invocation_cpp.dll xmogrt.dll
%SystemRoot%¥System32 ディレクトリーのような、アプリケーションを使用するユ
ーザーの検索パスに含まれる場所に配置する必要があります。

API 関数
InfoSphere DataStage API で提供されている関数を使用して、プロジェクトおよびジ
ョブに関するさまざまなタスクを実行できます。
このセクションでは、 InfoSphere DataStage API で提供されている関数の詳細につ
いて説明します。これらの関数をアルファベット順に説明します。 次の表で、関数
を用法別に説明します。
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使用法

関数

説明

プロジェクトへのアクセス

DSCloseProject

DSOpenProject で開かれたプ
ロジェクトを閉じます。

DSGetProjectList

エンジン上のすべてのプロジ
ェクトのリストを取得しま
す。

使用法

関数

説明

DSGetProjectInfo

プロジェクトのジョブのリス
トを取得します。

DSOpenProject

プロジェクトを開きます。

DSSetServerParams

ジョブに用いるホスト名、ユ
ーザー名、およびパスワード
を設定します。

DSCloseJob

DSOpenJob で開かれたジョ
ブを閉じます。

DSGetJobInfo

ジョブの情報 (最後に実行さ
れた日付と時刻やパラメータ
ー名など) を取得します。

DSLockJob

ジョブ・パラメーターを設定
する前、またはジョブの実行
を開始する前に、ジョブをロ
ックします。

DSOpenJob

ジョブを開きます。

DSRunJob

ジョブを実行します。

DSStopJob

ジョブの実行を中断します。

DSUnlockJob

ジョブのロックを解除し、他
のプロセスで使用できるよう
にします。

DSWaitForJob

ジョブが完了するまで待ちま
す。

DSGetParamInfo

ジョブ・パラメーターの情報
を取得します。

DSSetJobLimit

ジョブの行処理制限および警
告制限を設定します。

DSSetParam

ジョブ・パラメーターの値を
設定します。

ステージへのアクセス

DSGetStageInfo

ジョブ内のステージの情報を
取得します。

リンクへのアクセス

DSGetLinkInfo

ジョブ内のアクティブ・ステ
ージのリンクの情報を取得し
ます。

ログ・エントリーへのアクセ
ス

DSFindFirstLogEntry

指定された基準を満たすロ
グ・エントリーを取得しま
す。

DSFindNextLogEntry

DSFindFirstLogEntry で指定
された基準を満たす次のロ
グ・エントリーを検索しま
す。

DSGetLogEntry

指定されたログ・エントリー
を取得します。

ジョブへのアクセス

ジョブ・パラメーターへのア
クセス
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使用法

プロジェクトおよびジョブの
管理

エラーの処理

関数

説明

DSGetLogEntryFull

指定されたログ・エントリー
を、メッセージ ID および呼
び出し ID も含めて取得しま
す。

DSGetLogEventIds

指定されたジョブの呼び出し
のイベント・ログ ID のリス
トを取得します。

DSGetNewestLogId

ログの最新のエントリーを取
得します。

DSLogEvent

ログに新しいエントリーを追
加します。

DSAddEnvVar

新しい環境変数を追加しま
す。

DSAddProject

プロジェクトを追加します。

DSDeleteEnvVar

環境変数を削除します。

DSDeleteProject

プロジェクトを削除します。

DSListEnvVars

環境変数をリストします。

DSListProjectProperties

プロジェクトのプロパティー
をリストします。

DSSetEnvVar

環境変数を設定します。

DSSetProjectProperty

プロジェクトのプロパティー
を設定します。

DSGetLastError

呼び出し側のスレッドにより
生成された直前のエラー・コ
ードの値を取得します。

DSGetLastErrorMsg

直前にレポートされたエラー
のテキストを取得します。

DSAddEnvVar
DSAddEnvVar 関数を使用して、指定したプロジェクトに環境変数を追加できます。
変数は、「ユーザー定義」カテゴリーに追加されます。

構文
int DSAddEnvVar(
DSPROJECT hProject,
char *EnvVarName,
char *Type,
char *PromptText,
char *Value);

パラメーター
hProject には、DSOpenProject が返した値を指定します。
EnvVarName には、環境変数の名前を指定します。
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Type には、ストリング・タイプ環境変数の場合 DSA_ENVVAR_TYPE_STRING
を、暗号化された環境変数の場合 DSA_ENVVAR_TYPE_ENCRYPTED を指定しま
す。
PromptText には、環境変数を表すユーザー可視テキストを指定します。
Value には、環境変数に設定する値、または "" を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
v DSJE_BADENVVARNAME: 無効な環境変数名です。
v DSJE_BADENVVARTYPE: 無効なタイプです。
v DSJE_BADENVVARPROMPT: プロンプトが指定されていません。
v DSJE_READENVVARDEFNS: 環境変数の定義の読み取りに失敗しました。
v DSJE_READENVVARVALUES: 環境変数の値の読み取りに失敗しました。
v DSJE_WRITEENVVARDEFNS: 環境変数の定義の書き込みに失敗しました。
v DSJE_WRITEENVVARVALUES: 環境変数の値の書き込みに失敗しました。
v DSJE_DUPENVVARNAME: 環境変数が既に存在しています。
v DSJE_ENCODEFAILED: 暗号化された値のエンコードに失敗しました。

備考
このメソッドを使用するには、DSOpenProject を使用して、プログラムをプロジェ
クトに事前に関連付ける必要があります。 これにより、プロジェクトに対するハン
ドル hProject が戻されます。

DSAddProject
DSAddProject 関数を使用して、新規プロジェクトを作成できます。この関数を含む
コードを実行するユーザーは、InfoSphere DataStage アドミニストレーターである必
要があります。

構文
int DSAddProject(
char *ProjectName,
char *ProjectLocation);

パラメーター
ProjectName には、作成するプロジェクトの名前を指定します。
ProjectLocation は、プロジェクトを作成するディレクトリーのパス名です。 プロジ
ェクトをデフォルトのプロジェクト・ディレクトリー (install path/Projects/
projectName) に作成するには、この引数を "" に設定します。
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戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
v DSJE_NOTADMINUSER: ユーザーがアドミニストレーターではありません。
v DSJE_ISADMINFAILED: ユーザーがアドミニストレーターであるかどうかの判別
に失敗しました。
v DSJE_BADPROJNAME: 無効なプロジェクト名が指定されました。
v DSJE_GETDEFAULTPATHFAILED: デフォルトのプロジェクト・ディレクトリー
が見つかりませんでした。
v DSJE_BADPROJLOCATION: 無効なパス名が指定されました。
v DSJE_INVALIDPROJECTLOCATION: 無効なパス名が指定されました。
v DSJE_OPENFAILED: UV.ACCOUNT ファイルを開けませんでした。
v DSJE_READUFAILED: プロジェクト作成ロック・レコードのロックに失敗しまし
た。
v DSJE_ADDPROJECTBLOCKED: 別のユーザーがプロジェクトを追加しています。
v DSJE_ADDPROJECTFAILED: プロジェクトの追加に失敗しました。
v DSJE_LICENSEPROJECTFAILED: プロジェクトにライセンスを与えられませんで
した。
v DSJE_RELEASEFAILED: プロジェクト作成ロック・レコードの解除に失敗しまし
た。

DSCloseJob
DSCloseJob 関数を使用すると、DSOpenJob 関数を使用して開いたジョブを閉じるこ
とができます。

構文
int DSCloseJob(
DSJOB JobHandle
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のようになります。
DSJE_BADHANDLE: 無効な JobHandle です。

備考
DSCloseJob が呼び出されたときにジョブがロックされている場合は、ロックが解除
されます。
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DSCloseJob が呼び出されたときにジョブが実行中の場合は、ジョブは終了され、関
数は DSJE_NOERROR 値を即時に返します。

DSCloseProject
DSCloseProject 関数を使用すると、DSOpenProject 関数を使用して開いたプロジェク
トを閉じることができます。

構文
int DSCloseProject(
DSPROJECT ProjectHandle
);

パラメーター
ProjectHandle には、DSOpenProject が返した値を指定します。

戻り値
この関数は、常に DSJE_NOERROR の値を返します。

備考
プロジェクト内の開いているジョブはすべて閉じられ、実行中のジョブは終了を許
可され、関数は即時に値を返します。

DSDeleteEnvVar
DSDeleteEnvVar 関数を使用して、指定したプロジェクト内のユーザー定義の環境変
数を削除できます。

構文
int DSDeleteEnvVar(
DSPROJECT hProject,
char *EnvVar
);

パラメーター
hProject には、DSOpenProject が返した値を指定します。
EnvVarName には、環境変数の名前を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
v DSJE_READENVVARDEFNS: 環境変数の定義の読み取りに失敗しました。
v DSJE_READENVVARVALUES: 環境変数の値の読み取りに失敗しました。
v DSJE_BADENVVAR: 環境変数が存在しません。
v DSJE_WRITEENVVARDEFNS: 環境変数の定義の書き込みに失敗しました。
v DSJE_WRITEENVVARVALUES: 環境変数の値の書き込みに失敗しました。
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v DSJE_NOTUSERDEFINED: 環境変数がユーザー定義されたものでないため、削除
できません。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。

DSDeleteProject
DSDeleteProject 関数を使用して、プロジェクトを削除できます。この関数を含むコ
ードを実行するユーザーは、InfoSphere DataStage アドミニストレーターである必要
があります。このプロジェクト内で実行をスケジュールされたジョブもすべて削除
されます。

構文
int DSDeleteProject(
char *ProjectName
);

パラメーター
ProjectName には、削除するプロジェクトの名前を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
v DSJE_NOTADMINUSER: ユーザーがアドミニストレーターではありません。
v DSJE_ISADMINFAILED: ユーザーがアドミニストレーターであるかどうかの判別
に失敗しました。
v DSJE_OPENFAILED: UV.ACCOUNT ファイルを開けませんでした。
v DSJE_READUFAILED: プロジェクト・レコードのロックに失敗しました。
v DSJE_RELEASEFAILED: プロジェクト・レコードの解除に失敗しました。
v DSJE_LISTSCHEDULEFAILED: プロジェクトのスケジューリングされたジョブの
リストを取得できませんでした。
v DSJE_CLEARSCHEDULEFAILED: プロジェクトのスケジューリングされたジョブ
を消去できませんでした。
v DSJE_DELETEPROJECTBLOCKED: プロジェクトは別のユーザーによりロックさ
れています。
v DSJE_NOTAPROJECT: プロジェクトへのログインに失敗しました。
v DSJE_ACCOUNTPATHFAILED: アカウント・パスの取得に失敗しました。
v DSJE_LOGTOFAILED: UV アカウントのログのへの書き込みに失敗しました。
v DSJE_DELPROJFAILED: プロジェクト定義の削除に失敗しました。
v DSJE_DELPROJFILESFAILED: プロジェクト・ファイルの削除に失敗しました。
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DSFindFirstLogEntry
DSFindFirstLogEntry 関数を使用して、指定した基準を満たすすべてのログ・エント
リーを取得し、データ構造体に最初のエントリーを書き込むことができます。後続
のログ・エントリーは DSFindNextLogEntry 関数を使用して読み取ることができま
す。

構文
int DSFindFirstLogEntry(
DSJOB JobHandle,
int EventType,
time_t StartTime,
time_t EndTime,
int MaxNumber,
DSLOGEVENT *Event);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
EventType は次のキーのいずれかです。
キー

取得するメッセージのタイプ

DSJ_LOGINFO
情報
DSJ_LOGWARNING
警告
DSJ_LOGFATAL
致命的
DSJ_LOGREJECT
トランスフォーマー行リジェクト
DSJ_LOGSTARTED
ジョブの開始
DSJ_LOGRESET
ジョブのリセット
DSJ_LOGBATCH
バッチ制御
DSJ_LOGOTHER
上記以外のログ・タイプ
DSJ_LOGANY
任意のイベント・タイプ
StartTime は、返されるログ・イベントを指定された日付と時刻以降に発生したもの
に制限します。 この値を 0 に設定した場合、最も古いイベントを返します。
EndTime は、返されるログ・イベントを指定された日付と時刻より前に発生したも
のに制限します。 この値を 0 に設定した場合、最新のものまでのすべてのエント
リーを返します。
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MaxNumber は、取得するログ・エントリーの最大数を、最新のものから指定しま
す。
Event は、最初に取得したログ・エントリーの保持に使用するデータ構造体へのポイ
ンターを指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR で、最初のログ・エントリーの概
要の説明が Event に書き込まれます。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_NOMORE
フィルター基準に一致するイベントがありません。
DSJE_NO_MEMORY
エンジンからの結果を格納するためのメモリーの割り振りに失敗しました。
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADTYPE
無効な EventType の値です。
DSJE_BADTIME
無効な StartTime または EndTime の値です。
DSJE_BADVALUE
無効な MaxNumber の値です。

備考
取得されたログ・エントリーは、以降の DSFindNextLogEntry の呼び出しで取得で
きるようにキャッシュされます。 キャッシュされたログ・エントリーで、
DSFindNextLogEntry の呼び出しで処理されていないエントリーは、次の
DSFindFirstLogEntry の呼び出し (どのジョブでも) 時またはプロジェクトが閉じら
れたときに破棄されます。
注: ログ・エントリーは、プロジェクト・ハンドルによりキャッシュされます。 同
一のオープン・プロジェクト・ハンドルを使用する複数のスレッドは、
DSFindFirstLogEntry および DSFindNextLogEntry へのアクセスを互いに調整しな
ければなりません。

DSFindNextLogEntry
DSFindNextLogEntry 関数を使用して、キャッシュから次のログ・エントリーを取得
できます。
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構文
int DSFindNextLogEntry(
DSJOB JobHandle,
DSLOGEVENT *Event
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
Event には、次のログ・エントリーの保持に使用するデータ構造体へのポインターを
指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR で、次に使用できるログ・エント
リーの概要の説明は Event に書き込まれます。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_NOMORE
フィルター基準に一致するすべてのイベントが返されました。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。

備考
この関数は、DSFindFirstLogEntry を呼び出して生成されたエントリーのキャッシ
ュから、次のログ・エントリーを取得します。
注: ログ・エントリーは、プロジェクト・ハンドルによりキャッシュされます。 同
一のオープン・プロジェクト・ハンドルを使用する複数のスレッドは、
DSFindFirstLogEntry および DSFindNextLogEntry へのアクセスを互いに調整しな
ければなりません。

DSGetCustInfo
DSGetCustInfo 関数を使用して、特定のパラレル・ステージの実行の最後に報告され
た情報を取得できます。収集して問い合わせに利用する情報は、デザイン時に指定
します。 例えば、トランスフォーマー・ステージ情報は、トランスフォーマー・ス
テージの [プロパティー] ダイアログ・ボックスの [トリガー] タブで指定します。

構文
int DSGetCustInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
char *CustinfoName
int InfoType,
DSSTAGEINFO *ReturnInfo
);
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パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
StageName には、問い合わせ先のステージの名前を指定する、NULL 値で終わるス
トリングへのポインターを指定します。
CustinfoName には、問い合わせ先の変数の名前を指定する、NULL 値で終わるスト
リングへのポインターを指定します ([トリガー] タブの設定どおり)。
InfoType は次のキーのいずれかです。
キー

返される情報

DSJ_CUSTINFOVALUE
指定された変数の値。
DSJ_CUSTINFODESC
変数の説明。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_NOT_AVAILABLE
ステージ内に要求された情報のインスタンスがありません。
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADSTAGE
StageName はジョブ内の既知のステージを参照していません。
DSJE_BADCUSTINFO
CustinfoName は、既知の custinfo 項目を参照していません。
DSJE_BADTYPE
無効な InfoType です。

DSGetJobInfo
DSGetJobInfo 関数を使用して、ジョブの状況に関する情報を取得できます。

構文
int DSGetJobInfo(
DSJOB JobHandle,
int InfoType,
DSJOBINFO *ReturnInfo
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
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InfoType には、返される情報を示すキーを指定します。このキーの値は次のいずれ
かです。
キー

返される情報

DSJ_JOBSTATUS
ジョブの現在の状況。
DSJ_JOBNAME
JobHandle により参照されるジョブの名前。
DSJ_JOBCONTROLLER
JobHandle により参照されるジョブを制御するジョブの名前。
DSJ_JOBSTARTTIMESTAMP
ジョブを開始した日付と時刻。
DSJ_JOBWAVENO
最後に実行されたウェーブ番号、または現在実行されているウェーブ番号。
DSJ_JOBDESC
「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスに指定されたジョブ説明で
す。
DSJ_JOBFULLDESSC
「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスで指定される「詳細説
明」。
DSJ_JOBDMISERVICE
Web サービス・ジョブの場合は true に設定されます。
DSJ_JOBMULTIINVOKABLE
ジョブが複数の呼び出しをサポートする場合は true に設定されます。
DSJ_PARAMLIST
ジョブ・パラメーター名のリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_STAGELIST
ジョブ内のアクティブ・ステージのリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_USERSTATUS
ジョブによりユーザー状況として設定された値 (ある場合)。
DSJ_JOBCONTROL
JobHandle. により参照されたジョブへの停止要求が発行されたかどうか。
DSJ_JOBPID
DSD.RUN プロセスのプロセス ID。
DSJ_JOBLASTTIMESTAMP
ジョブが最後に終了した日付と時刻。
DSJ_JOBINVOCATIONS
ジョブ呼び出し ID のリスト。 ID は NULL で区切られます。
DSJ_JOBINTERIMSTATUS
すべてのステージおよび被制御ジョブの実行後だが、ジョブ後処理サブルー
チンの実行を試行する前のジョブの状況。 (ジョブ後処理サブルーチンで、
現在のジョブの状況を取得するために使用します。)

第 2 章 InfoSphere DataStage Development Kit (ジョブ制御インターフェース)

53

DSJ_JOBINVOCATIONID
JobHandle により参照されるジョブの呼び出し名。
DSJ_JOBDESC
ジョブの説明。
DSJ_STAGELIST2
ジョブ内のパッシブ・ステージのリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_JOBELAPSED
ジョブの秒単位の経過時間。
ReturnInfo は、要求した情報が格納される DSJOBINFO データ構造体へのポインタ
ーです。 DSJOBINFO データ構造体には、DSGetJobInfo の呼び出しから返される
可能性のある各値に対応する要素を持つ共用体が格納されます。 詳しくは、 84 ペ
ージの『データ構造体』を参照してください。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_NOT_AVAILABLE
ジョブ内に要求された情報のインスタンスがありません。
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADTYPE
無効な InfoType です。

備考
被制御ジョブの場合、この関数は DSRunJob を呼び出す前または後に使用できま
す。

DSGetLastError
DSGetLastError 関数を使用して、呼び出し側のスレッドの最後のエラー・コード値
を返すことができます。

構文
int DSGetLastError(void);

戻り値
戻り値は、直前のエラー・コードの値です。 各参照ページの戻り値セクションに、
関数が最後のエラー・コードを設定する条件が記載されています。
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備考
失敗時の戻り値に有用なデータを含む可能性のある関数の直後に、DSGetLastError
を使用してください。これを使用しない場合、後に続く成功した関数が値を 0
(DSJE_NOERROR) にリセットすることがあります。
注: 複数のスレッドは、相互のエラー・コードを上書きしません。

DSGetLastErrorMsg
DSGetLastErrorMsg 関数を使用して、エンジンから最後に報告されたエラーのテキ
ストを取得できます。

構文
char *DSGetLastErrorMsg(
DSPROJECT ProjectHandle
);

パラメーター
ProjectHandle には、DSOpenProject が返した値、または NULL を指定します。

戻り値
戻り値は、一連の NULL 終了ストリングへのポインターです。 InfoSphere
DataStage API 関数呼び出しに対してエンジンが生成した直前のエラーの各行に 1
つのストリングがあります。 DSGetLastError を使用して、エラー番号を判別しま
す。
次の例にバッファーの内容を示します。<null>は終端の NULL 文字を表します。
line1<null>line2<null>line3<null><null>

DSGetLastErrorMsg 関数は、エラー・メッセージがない場合は NULL を返しま
す。

備考
ProjectHandle が NULL の場合、この関数は DSOpenProject または
DSGetProjectList の直前の呼び出しに関連するエラー・メッセージを取得します。
それ以外は、指定したプロジェクトに関連する直前のメッセージを返します。
エラー・テキストは、DSGetLastErrorMsg の呼び出しの後にクリアされます。
注: DSGetLastErrorMsg の呼び出しで取得されるテキストは、エンジンによって生
成された直前のエラーに関係しますが、 InfoSphere DataStage API を使用するスレ
ッドに応答としてレポートされた直前のエラーに関係するとは限りません。
InfoSphere DataStage API を使用する複数のスレッドは、正しいエラー・メッセー
ジ・テキストを取得するためには、協調する必要があります。

DSGetLinkInfo
DSGetLinkInfo 関数を使用して、ジョブの指定アクティブ・ステージの特定リンクに
関連する情報を取得できます。
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構文
int DSGetLinkInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
char *LinkName,
int InfoType,
DSLINKINFO *ReturnInfo);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
StageName には、問い合せ先のアクティブ・ステージの名前を指定する、NULL 値
で終わる文字ストリングへのポインターを指定します。
LinkName には、ステージにアタッチされているリンク (入力または出力) の名前を
指定する、NULL 値で終わる文字ストリングへのポインターを指定します。
InfoType には、取得する情報を示すキーを指定します。このキーの値は次のいずれ
かです。
値

説明

DSJ_LINKLASTERR
リンクによりレポートされた直前のエラー・メッセージ。
DSJ_LINKNAME
リンクの名前。
DSJ_LINKROWCOUNT
リンクに渡された行の数。
DSJ_LINKEXTROWCOUNT
リンクに渡された行の数。これは、DSLINKINFO 構造体の rowCountList フ
ィールドのストリングとして返されます。この値は、整数フィールド
DSJ_LINKROWCOUNT がサポートするよりも多くの行が返されるときに使
用します。
DSJ_LINKSQLSTATE
直前のエラー・メッセージからの SQLSTATE の値。
DSJ_LINKDBMSCODE
直前のエラー・メッセージからの DBMSCODE の値。
DSJ_LINKDESC
リンクの説明。
DSJ_LINKSTAGE
リンク先のステージの名前。
DSJ_INSTROWCOUNT
Null で区切られた行数のリスト (パラレル・ジョブのインスタンスごとに 1
つ)。
ReturnInfo は、要求した情報が格納される DSJOBINFO データ構造体へのポインタ
ーです。 DSJOBINFO データ構造体には、DSGetLinkInfo の呼び出しから返され
る可能性のある各値に対応する要素を持つ共用体が格納されます。
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戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_NOT_AVAILABLE
要求された利用可能な情報のインスタンスがありません。
DSJE_BADHANDLE
JobHandle が無効です。
DSJE_BADTYPE
InfoType が認識されません。
DSJE_BADSTAGE
StageName はジョブ内の既知のステージを参照していません。
DSJE_BADLINK
LinkName が対象ステージの既知のリンクを参照していません。

備考
この関数は DSRunJob を呼び出す前または後に使用できます。

DSGetLogEntry
ジョブ・ログの特定のエントリーについての詳細な情報を取得します。

構文
int DSGetLogEntry(
DSJOB JobHandle,
int EventId,
DSLOGDETAIL *Event
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
EventId には、取得するイベントの識別子を指定します。 58 ページの『備考』を参
照してください。
Event には、ログ・エントリーの詳細を格納するデータ構造体へのポインターを指定
します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。イベント構造体には、要求
されたイベントの詳細が格納されます。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
第 2 章 InfoSphere DataStage Development Kit (ジョブ制御インターフェース)

57

DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。
DSJE_BADEVENTID
指定されたジョブに対しては無効なイベントです。

備考
ログ・ファイルのエントリーには、0 から始まる連番が付けられます。
DSGetNewestLogId を呼び出して最新のイベント ID を取得できます。ログがクリ
アされた場合は、常に 1 つのエントリーが残り、いつログがクリアされたかを示し
ます。

DSGetLogEntryFull
メッセージ ID および呼び出し ID を含め、ジョブ・ログ内の特定のエントリーに
関する詳細情報を取得します。

構文
int DSGetLogEntryFull(
DSJOB JobHandle,
int EventId,
DSLOGDETAILFULL *Event
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
EventId には、取得するイベントの識別子を指定します。 59 ページの『備考』を参
照してください。
Event には、ログ・エントリーの詳細を格納するデータ構造体へのポインターを指定
します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。イベント構造体には、要求
されたイベントの詳細が格納されます。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。
DSJE_BADEVENTID
指定されたジョブに対しては無効なイベントです。
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備考
ログ・ファイルのエントリーには、0 から始まる連番が付けられます。
DSGetNewestLogId を呼び出して最新のイベント ID を取得できます。ログがクリ
アされた場合は、常に 1 つのエントリーが残り、いつログがクリアされたかを示し
ます。

DSGetLogEventIds
指定されたジョブの呼び出しのイベント・ログ ID のリストを取得します。

構文
int DSGetLogEventIds(
DSJOB JobHandle,
int RunNumber,
char *Filter,
char **List);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
RunNumber により、ジョブ呼び出しの実行を識別し、そのイベント ID を返しま
す。 通常、値ゼロで、最新のジョブ呼び出し実行の ID を要求します。 それより
前の実行について詳細を取得するには、負の値を指定します。最新実行の 1 回前の
実行に関する詳細を要求する場合は -1、さらにその前の実行に関する詳細の場合は
-2 というように指定します。 明示的な実行番号がわかっている場合、正の値で実
行番号を指定することで詳細を取得できます。
Filter は、ID を返すイベント・ログ・エントリーの種類を制限します。 デフォル
トでは、すべてのログ・イベント・エントリーの ID が返されます。 次のようにフ
ィルター・ストリングに文字を追加して、エントリーを制限できます。
I

情報

W

警告

F

致命的

S

開始イベントまたは終了イベント

B

バッチ・イベントまたは制御イベント

R

パージ・イベントまたはリセット・イベント

J

リジェクト・イベント

List は、返された ID リストを受け取る文字バッファーへのポインターです。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
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DSJE_BADHANDLE
ジョブ・ハンドルが無効です。
DSJE_BADTYPE
無効な Filter の値です。
DSJE_BADVALUE
無効な RunNumber の値です。

備考
この方式を使用するには、プログラムで、DSOpenJob() を呼び出して、あらかじめ
ジョブ・ハンドルを取得しておく必要があります。
ジョブ呼び出しの実行番号は、そのジョブのコンパイル時にリセットされます。し
たがって、最新のジョブ・コンパイルより前に実行されたジョブのイベント ID を
取得する場合はこの方式を使用できません。

DSGetNewestLogId
DSGetNewestLogId 関数を使用して、ジョブ・ログの最新のエントリーの識別子を取
得できます。

構文
int DSGetNewestLogId(
DSJOB JobHandle,
int EventType
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
EventType には、識別子を取得したいログ・エントリーのタイプを示すキーを指定し
ます。キーは、次のいずれかになります。
キー

取得するログ・エントリーのタイプ

DSJ_LOGINFO
情報
DSJ_LOGWARNING
警告
DSJ_LOGFATAL
致命的
DSJ_LOGREJECT
トランスフォーマー行リジェクト
DSJ_LOGSTARTED
ジョブの開始
DSJ_LOGRESET
ジョブのリセット
DSJ_LOGOTHER
上記以外のログ・イベントのタイプ
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DSJ_LOGBATCH
バッチ制御
DSJ_LOGANY
任意のイベント・タイプ

戻り値
関数が成功した場合、戻り値はジョブ・ログ・ファイル内の要求されたタイプの最
新エントリーの正の識別子です。
関数が失敗した場合、戻り値は -1 です。 DSGetLastError を使用して、次のエラ
ー・コードのいずれかを取得します。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADTYPE
無効な EventType の値です。

備考
ジョブの実行の前に、この関数を使用してログ・ファイルの最新のエントリーの ID
を判別してください。 ジョブの開始後または終了後に、ジョブの実行によりどのエ
ントリーが追加されたかを判別できます。

DSGetParamInfo
DSGetParamInfo 関数を使用して、ジョブ内の特定のパラメーターに関する情報を取
得できます。

構文
int DSGetParamInfo(
);

DSJOB JobHandle,

char *ParamName,

DSPARAMINFO *ReturnInfo

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
ParamName には、問い合わせ先のパラメーターの名前を指定する、NULL 値で終わ
るストリングへのポインターを指定します。
ReturnInfo は、要求した情報が格納される DSPARAMINFO データ構造体へのポイ
ンターです。 詳しくは、 84 ページの『データ構造体』を参照してください。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
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DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。

備考
他の情報取得関数と違い、DSGetParamInfo は、1 つの呼び出しで指定項目に関す
るすべての情報を返します。 DSPARAMINFO データ構造体は、ユーザーに新しい
パラメーターの値を要求してその一部を検証するために必要な、すべての情報を格
納します。 84 ページの『データ構造体』を参照してください。
この関数は、DSRunJob への呼び出しが発行される前または後に使用できます。
v DSRunJob への呼び出しが成功した後に呼び出された場合、取得された情報は、
DSRunJob が開始したジョブの実行を参照します。
v DSRunJob への呼び出しの前に呼び出された場合、取得された情報は、発行され
た可能性がある DSSetParam の呼び出しを参照するのではなく、以前のジョブの
実行を参照します。

DSGetProjectInfo
DSGetProjectInfo 関数を使用して、プロジェクトのジョブのリストを取得できます。

構文
int DSGetProjectInfo(
DSPROJECT ProjectHandle,
int InfoType,
DSPROJECTINFO *ReturnInfo
);

パラメーター
ProjectHandle には、DSOpenProject が返した値を指定します。
InfoType には、取得情報を表すキーを指定します。
キー

取得するログ・エントリーのタイプ

DSJ_JOBLIST
プロジェクト内のすべてのジョブをリストします。
DSJ_PROJECTNAME
現在のプロジェクトの名前。
DSJ_HOSTNAME
エンジン層のホスト名。
ReturnInfo は、要求した情報が格納される DSPROJECTINFO データ構造体へのポ
インターです。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
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トークン
説明
DSJE_NOT_AVAILABLE
コンパイルされたジョブがプロジェクト内で定義されていません。
DSJE_BADTYPE
無効な InfoType です。

備考
DSPROJECTINFO データ構造体には、DSGetProjectInfo の呼び出しから返される
可能性のある各値に対応する要素を持つ共用体が格納されます。
注: 返されたリストには、開けるかどうかにかかわらず、プロジェクトで認識され
ているすべてのジョブ名が格納されています。
.

DSGetProjectList
DSGetProjectList 関数を使用して、ホスト・システム上のすべてのプロジェクトのリ
ストを取得できます。

構文
char* DSGetProjectList(void);

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は、NULL 値で終わる一連のストリングへのポインタ
ーです。ホスト・システム上の各プロジェクトごとに 1 つのストリングがあり、そ
れぞれ 2 番目の NULL 文字で終了します。 次の例にバッファーの内容を示しま
す。<null>は終端の NULL 文字を表します。
project1<null>project2<null><null>

関数が失敗した場合、戻り値は NULL です。 また、DSGetLastError 関数は、次
のエラー・コードを取得します。
DSJE_SERVER_ERROR: 予期しないまたは不明のエンジン・エラーが発生しまし
た。

備考
この関数は、他の InfoSphere DataStage API 関数の前に呼び出すことができます。
注: DSGetProjectList は、エンジンとの独自の通信リンクを開き、使用し、閉じる
ので、プロジェクトのリストの取得に若干時間がかかる場合があります。

DSGetReposInfo
DSGetReposInfo 関数を使用して、デザイン時オブジェクトを検索できます。
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構文
int DSGetReposInfo (
DSPROJECThProject,
int ObjectType,
int InfoType,
const char *SearchCriteria,
const char *StartingCategory,
int Subcategories,
DSREPOSINFO *ReturnInfo);

パラメーター
hProject には、検索するジョブのプロジェクトについて DSOpenProject が返した値
を指定します。
ObjectType は、検索するジョブを示す DSS_JOBS に設定する必要があります。
InfoType は次のキーのいずれかです (複数選択可)。
キー

返される情報

DSS_JOB_ALL
すべてのジョブをリストします。
DSS_JOB_SERVER
すべてのサーバー・ジョブをリストします。
DSS_JOB_PARALLEL
すべてのパラレル・ジョブをリストします。
DSS_JOB_MAINFRAME
すべてのメインフレーム・ジョブをリストします。
DSS_JOB_SEQUENCE
すべてのジョブ・シーケンスをリストします。
SearchCriteria には、検索する名前を指定します。 検索ストリングで複数の * 文字
をワイルドカードとして使用すると、名前の一部で検索できます。
StartingCategory には、検索を開始するカテゴリーを指定します。 カテゴリー名を
指定しない場合、あるいは NULL または空ストリングを指定した場合、ルート・カ
テゴリーと見なされます。
SearchSubcategories には、1 (TRUE) または 0 (FALSE) のどちらかを指定します。
サブカテゴリーを検索するかどうかを指定します。
ReturnInfo には、要求した戻り情報が格納される構造体へのポインターを指定しま
す (DSREPOSINFO を参照)。

戻り値
成功した場合、DSGetReposInfo は、見つかったオブジェクトの数を返します。
失敗した場合、次のエラー・コードが返されます。
v DSJE_BADTYPE: ObjectType の値、または InfoType の値が認識されません。
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v DSJE_REPERROR: リポジトリーへのアクセス中にエラーが発生しました。
DSGetLastErrorMsg を呼び出して、エラー・コードに関連付けられたエラー・メ
ッセージを取得してください。
v DSJE_NO_DATASTAGE: アタッチされたプロジェクトが、有効な InfoSphere
DataStage プロジェクトではないようです。

DSGetReposUsage
DSGetReposUsage 関数を使用して、必要な関係に基づいてオブジェクトのリストを
返すことができます。

構文
int DSGetReposUsage(
DSPROJECT hProject,
int RelationshipType,
const char *ObjectName,
int Recursive,
DSREPOSUSAGE *ReturnInfo);

パラメーター
hProject には、検索するジョブのプロジェクトについて DSOpenProject が返した値
を指定します。
RelationshipType は次のキーのいずれかです。
キー

返される情報

DSS_JOB_USES_JOB
指定したジョブが使用するジョブのリストを返します。
DSS_JOB_USEDBY_JOB
指定したジョブを使用するジョブのリストを返します。
DSS_JOB_HASSOURCE_ DRSTABLE
指定した表を DRS ステージのソースとして使用するジョブのリストを返し
ます。
DSS_JOB_HASTARGET_ DRSTABLE
指定した表を DRS ステージのターゲットとして使用するジョブのリストを
返します。
DSS_JOB_HASSOURCEORTARGET_DRSTABLE
指定した表を DRS ステージのソースまたはターゲットとして使用するジョ
ブのリストを返します。
ObjectName には、ジョブまたは表を指定します。どちらを指定するかは、
RelationshipType の指定によって異なります。
v DSS_JOB_USES_JOB および DSS_JOB_USEDBY_JOB を指定する場合は、ジョ
ブ名 (カテゴリーの限定なし) を指定します。
v その他の関係の場合は、完全に修飾された表名を指定します。
v DRS ステージの表定義を指定する場合、* 文字をワイルドカードとして使用し
て、表名の一部で検索できます。 複数のワイルドカード文字を使用できます。
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Recursive は、DSS_JOB_USES_JOB および DSS_JOB_USEDBY_JOB を指定した場
合に使用します。 1 (TRUE) または 0 (FALSE) のどちらかの値を指定できます。
TRUE に設定すると、ObjectName を使用するジョブを検索した後、見つかったジョ
ブを使用するジョブを検索するというように、検索を続けます。 その他のタイプの
場合、パラメーターは無視されます。
ReturnInfo には、戻り値が格納される構造体へのポインターを指定します ( 97 ペー
ジの『DSREPOSUSAGE』 を参照)。 ReturnInfo 構造体にジョブが格納される順番
は、RelationshipType によって異なります。 RelationshipType が
DSS_JOB_USES_JOB の場合、ジョブは、ジョブの従属性のリストに表示される順
番で格納されます。 このリストは、「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボック
スの「従属性」タブにあります。

戻り値
成功した場合、DSGetReposUsage は、見つかったオブジェクトの数を返します。
失敗した場合、次のエラー・コードが返されます。
v DSJE_REPERROR: リポジトリーへのアクセス中にエラーが発生しました。
DSGetLastErrorMsg を呼び出して、エラー・コードに関連付けられたエラー・メ
ッセージを取得してください。
v DSJE_NO_DATASTAGE: アタッチされたプロジェクトが、有効な InfoSphere
DataStage プロジェクトではないようです。
v DSJE_UNKNOWN_JOBNAME: RelationshipType に DSS_JOB_USES_JOB または
DSS_JOB_USEDBY_JOB が指定されたときで、指定したジョブ名がプロジェクト
に見つかりません。

DSGetStageInfo
DSGetStageInfo 関数を使用して、ジョブ内の特定のステージに関する情報を取得で
きます。

構文
int DSGetStageInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
int InfoType,
DSSTAGEINFO *ReturnInfo
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
StageName には、問い合わせ先のステージの名前を指定する、NULL 値で終わるス
トリングへのポインターを指定します。
InfoType は次のキーのいずれかです。
キー

返される情報

DSJ_LINKLIST
NULL で区切られたステージのリンク名のリスト。
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DSJ_STAGELASTERR
ステージのリンクからレポートされた最新のエラー・メッセージ。
DSJ_STAGENAME
ステージの名前。
DSJ_STAGETYPE
ステージ・タイプの名前。
DSJ_STAGEINROWNUM
一次リンクの入力行番号。
DSJ_VARLIST
NULL で区切られたステージのステージ変数名のリスト。
DSJ_STAGESTARTTIMESTAMP
ステージを開始した日付と時刻。
DSJ_STAGEENDTIMESTAMP
ステージを終了した日付と時刻。
DSJ_STAGEDESC
ステージの説明 (ステージ・プロパティーから)。
DSJ_STAGEINST
NULL で区切られたインスタンス ID のリスト (パラレル・ジョブ)。
DSJ_STAGECPU
秒単位の CPU 時間のリスト。
DSJ_LINKTYPES
NULL で区切られたリンクのタイプのリスト。
DSJ_STAGEELAPSED
秒単位の経過時間。
DSJ_STAGEPID
NULL で区切られたプロセス ID のリスト。
DSJ_STAGESTATUS
ステージの状況。
DSJ_CUSTINFOLIST
NULL で区切られた custinfo 項目のリスト。
ReturnInfo は、要求した情報が格納される DSSTAGEINFO データ構造体へのポイ
ンターです。 84 ページの『データ構造体』を参照してください。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_NOT_AVAILABLE
ステージ内に要求された情報のインスタンスがありません。
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DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADSTAGE
StageName はジョブ内の既知のステージを参照していません。
DSJE_BADTYPE
無効な InfoType です。

備考
この関数は、DSRunJob 関数が発行される前または後に使用できます。
DSSTAGEINFO データ構造体には、DSGetStageInfo の呼び出しから返される可能
性のある各値に対応する要素を持つ共用体が格納されます。

DSGetVarInfo
DSGetVarInfo 関数を使用して、Transformer ステージで使用される変数に関する情
報を取得できます。

構文
int DSGetVarInfo(
DSJOB JobHandle,
char *StageName,
char *VarName
int InfoType,
DSSTAGEINFO *ReturnInfo
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
StageName には、問い合わせ先のステージの名前を指定する、NULL 値で終わるス
トリングへのポインターを指定します。
VarName には、問い合わせ先の変数の名前を指定する、NULL 値で終わるストリン
グへのポインターを指定します。
InfoType は次のキーのいずれかです。
キー

返される情報

DSJ_VARVALUE
指定された変数の値。
DSJ_VARDESC
変数の説明。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
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DSJE_NOT_AVAILABLE
ステージ内に要求された情報のインスタンスがありません。
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADSTAGE
StageName はジョブ内の既知のステージを参照していません。
DSJE_BADVAR
VarName はジョブ内の既知の変数を参照していません。
DSJE_BADTYPE
無効な InfoType です。

DSListEnvVars
DSListEnvVars 関数を使用して、指定したプロジェクトの環境変数とその値のリス
トを取得できます。

構文
char *DSListEnvVars(
DSPROJECT hProject);

パラメーター
hProject には、環境変数をリストするプロジェクトについて DSOpenProject が返し
た値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は、NULL 値で終わる一連のストリングへのポインタ
ーです。環境変数ごとに 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目の NULL 文字
で終了します。各ストリングの形式は、EnvVarName=EnvVarValue です。
関数が失敗した場合、戻り値は NULL です。DSGetLastError 関数を使用して次のエ
ラー・コードを取得できます。
v DSJE_READENVVARDEFNS: 環境変数の定義の読み取りに失敗しました。
v DSJE_READENVVARVALUES: 環境変数の値の読み取りに失敗しました。
v DSJE.ISPARALLELLICENCED: パラレル・ジョブが利用可能かどうかの判断に失
敗しました。

備考
このメソッドを使用するには、DSOpenProject を使用して、プログラムをプロジェ
クトに事前に関連付ける必要があります。 これにより、プロジェクトに対するハン
ドル hProject が戻されます。
パラレル・カテゴリーの環境変数は、パラレル・ジョブが利用可能な場合にのみリ
ストされます。
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DSListProjectProperties
DSListProjectProperties 関数を使用して、指定したプロジェクトのプロジェクト・プ
ロパティーの値のリストを取得できます。
DSListProjectProperties 関数でサポートされるプロパティーは次のとおりです。
v パラレル・ジョブで、生成される OSH が可視に設定されているかどうか。
v パラレル・ジョブで、ランタイム列伝搬が有効に設定されているかどうか。
v パラレル・ジョブのベース・ディレクトリー名。
v パラレル・ジョブの高度なランタイム・オプション。
v パラレル・ジョブのカスタム・デプロイメント・コマンド。
v デプロイメント・ジョブ・テンプレート・ディレクトリー。
v ディレクター・クライアントでジョブ管理が有効に設定されているかどうか。

構文
char *DSListProjectProperties(
DSPROJECT hProject
);

パラメーター
hProject は、プロパティーをリストするプロジェクトの DSOpenProject から返され
る値です。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は、NULL 値で終わる一連のストリングへのポインタ
ーです。変数ごとに 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目の NULL 文字で終
了します。 各ストリングの形式は、PropertyName=PropertyValue です。ここで
PropertyName は次のいずれかになります。
キー

意味するプロパティー

DSA_OSHVISIBLEFLAG
パラレル・ジョブで生成 OSH が表示可能かどうかを示します。 パラレ
ル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_RTCP_ENABLED
パラレル・ジョブでランタイム列伝搬が有効かどうかを示します。パラレ
ル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_PX_ADVANCED_RUNTIME_OPTS
パラレル・ジョブの高度なランタイム・プロパティーを表します。パラレ
ル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_PX_BASEDIR
パラレル・ジョブのベース・ディレクトリーを表します。 パラレル・ジョ
ブのみ。
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_JOBDIR_TEMPLATE
パラレル・ジョブのデプロイメント・ディレクトリー・テンプレート表しま
す。 パラレル・ジョブのみ。
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DSA_PRJ_PX_DEPLOY_CUSTOM_ACTION
パラレル・ジョブのカスタム・デプロイメント・コマンドを表します。
Value はコマンドです。 パラレル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_JOBADMIN_ENABLED
このプロジェクトのジョブについては、ディレクター・クライアントでジョ
ブ管理コマンドが使用できます。
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_GENERATE_XML
パラレル・ジョブ・デプロイメント・パッケージでは XML レポートの生
成が可能です。
これらのトークンは dsapi.h で定義されます ( 40 ページの『dsapi.h ヘッダー・ファ
イル』を参照)。
関数が失敗した場合、戻り値は NULL です。DSGetLastError 関数を使用して次の
エラー・コードのいずれかを取得できます。
v DSJE_READPROJPROPERTY: プロパティーの読み取りに失敗しました。
v DSJE_ISPARALLELLICENCED: パラレル・ジョブが利用可能かどうかの判断に失
敗しました。
v DSJE_OSHVISIBLEFLAG: 「OSHVisible」の値が取得できませんでした。

備考
このメソッドを使用するには、DSOpenProject を使用して、プログラムをプロジェ
クトに事前に関連付ける必要があります。 これにより、プロジェクトに対するハン
ドル hProject が戻されます。
パラレル・ジョブが利用可能でない場合、DSA_PRJ_JOBADMIN_ENABLED の設定
のみが返されます。

DSLockJob
DSLockJob 関数を使用して、ジョブをロックできます。この関数は、ジョブの実行
パラメーターを設定する前、またはジョブ実行を開始する前に呼び出す必要があり
ます。

構文
int DSLockJob(
DSJOB JobHandle
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
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DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。

備考
ジョブをロックすると、他のプロセスによるジョブの詳細または状況の修正を防げ
ます。 この関数は、DSSetJobLimit、DSSetParam、または、DSRunJob の呼び出し
の前に呼び出す必要があります。
既にロックしたジョブをロックしようとした場合、呼び出しは成功します。 複数の
InfoSphere DataStage API ハンドルで同一のジョブを開いている場合には、 1 つの
ハンドルでジョブをロックすると、すべてのハンドルでジョブがロックされます。

DSLogEvent
DSLogEvent 関数を使用して、ジョブ・ログ・ファイルに新しいエントリーを追加で
きます。

構文
int DSLogEvent(
DSJOB JobHandle,
int EventType,
char *Reserved,
char *Message
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
EventType には、ログに記録するイベントのタイプを表す次のいずれかのキーを指定
します。
キー

指定するイベントのタイプ

DSJ_LOGINFO
情報
DSJ_LOGWARNING
警告
Reserved は、将来の用途のために予約されています。NULL を指定してください。
Message は、ログに記録するメッセージのテキストを指定する、NULL 値で終わる
文字ストリングを示します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
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DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。
DSJE_BADTYPE
無効な EventType の値です。

備考
1 行を超えるテキストを含むメッセージには、行末を示すために改行文字 (¥n) を含
める必要があります。

DSMakeJobReport
DSMakeJobReport 関数を使用して、アタッチされている有効なジョブについて、そ
の完全な状況を説明するレポートを生成できます。

構文
int DSMakeJobReport(
DSJOB JobHandle,
int ReportType,
char *LineSeparator,
DSREPORTINFO *ReturnInfo);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
ReportType は、生成するレポートのタイプを指定する次のいずれかの値になりま
す。
値

指定するレポートのタイプ

0

開始/終了時刻、経過時間、およびジョブの状況を含んでいる基本的なテキ
スト・ストリング。

1

ステージ/リンクの詳細。 基本的なレポートと同じですが、ジョブ内の個別
のステージとリンクに関する情報も含みます。

2

XML レポート全体を含んでいるテキスト・ストリング。

LineSeparator は、レポートの行区切り文字を指定する、NULL 値で終わる文字スト
リングを指します。 認識される特別な値は次のとおりです。
"CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
"LF" => CHAR(10)
"CR" => CHAR(13)
デフォルトは、Windows の場合は CRLF、それ以外の場合は LF です。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
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DSOpenJob
DSOpenJob 関数を使用して、ジョブを開くことができます。この関数は、ジョブを
操作する他のすべての関数の前に呼び出す必要があります。

構文
DSJOB DSOpenJob(
DSPROJECT ProjectHandle,
char *JobName
);

パラメーター
ProjectHandle には、DSOpenProject が返した値を指定します。
JobName には、開くジョブの名前を指定する、NULL 値で終わるストリングへのポ
インターを指定します。 次のいずれかの形式で指定できます。

ジョブ ジョブの最新のバージョンを検索します。
job%Reln.n.n
開発システム上のジョブの特定のリリースを検索します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値はジョブのハンドルです。
関数が失敗した場合、戻り値は NULL です。 DSGetLastError を使用して、次の
いずれかを取得します。
トークン
説明
DSJE_OPENFAIL
エンジンでジョブを開けませんでした。
DSJE_NO_MEMORY
メモリー割り振りに失敗しました。

備考
InfoSphere DataStage API 関数のいずれかでジョブを指定するには、まず、
DSOpenJob 関数を使用してジョブ・ハンドルを返す必要があります。 DSLockJob
を使用してジョブをロックすると、ジョブへの排他的アクセスが可能になります。
同一のジョブを 2 回以上開くこともあるので、DSOpenJob の各呼び出しは、一意
のジョブ・ハンドルを返します。 各ハンドルは、個別に閉じる必要があります。

DSOpenProject
DSOpenProject 関数を使用して、プロジェクトを開くことができます。この関数は、
DSGetProjectList 関数または DSGetLastError 関数を除く他のすべての InfoSphere
DataStage API 関数より前に呼び出す必要があります。
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構文
DSPROJECT DSOpenProject(
char *ProjectName
);

パラメーター
ProjectName には、開くジョブの名前を指定する、NULL 値で終わるストリングへ
のポインターを指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値はプロジェクトのハンドルです。
関数が失敗した場合、戻り値は NULL です。 DSGetLastError を使用して、次の
いずれかを取得します。
トークン
説明
DSJE_BAD_VERSION
エンジンは、InfoSphere DataStage API よりも古いバージョンです。
DSJE_INCOMPATIBLE_SERVER
エンジンのバージョンは、このバージョンの InfoSphere DataStage API によ
ってサポートされるものより古いか新しいかのいずれかです。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。
DSJE_BADPROJECT
無効なプロジェクト名です。
DSJE_NO_DATASTAGE
InfoSphere DataStage が、エンジン層ホストに正しくインストールされてい
ません。

備考
DSGetProjectList 関数は、有効な InfoSphere DataStage ジョブを含んでいないプロ
ジェクトの名前を返すことがありますが、これは、DSOpenProject の呼び出し時に
検出されます。 プロセスは、一度に 1 つのプロジェクトしか開けません。

DSRunJob
DSRunJob 関数を使用して、ジョブ実行を開始できます。

構文
int DSRunJob(
DSJOB JobHandle,
int RunMode
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
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RunMode には、実行モードを判別するキーを指定します。キーの値は次のいずれか
になります。
DSJ_RUNNORMAL
ジョブの実行を開始します。
DSJ_RUNRESET
ジョブをリセットします。
DSJ_RUNVALIDATE
ジョブを検証します。
DSJ_RUNRESTART
オリジナル・ジョブ・パラメーター値を使用して、再開可能ジョブ・シーケ
ンスを再開します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のトークンのいずれかになります。
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADSTATE
ジョブが正しい状態ではありません (コンパイルする必要があり、実行中で
はありません)。
DSJE_BADTYPE
RunMode が認識されません。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。

備考
JobHandle で指定するジョブは、DSRunJob 関数が呼び出される前に、DSLockJob
を使用してロックする必要があります。
DSSetJobLimit を呼び出して制限を設定していない場合、デフォルトの制限が使わ
れます。

DSSetEnvVar
SDSetEnvVar 関数を使用して、指定したプロジェクトの環境変数の値を設定できま
す。

構文
int DSSetEnvVar(
DSPROJECT hProject,
char *EnvVarName,
char *Value
);
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パラメーター
hProject には、DSOpenProject が返した値を指定します。
EnvVarName には、環境変数の名前を指定します。
Value には、環境変数に設定する値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
v DSJE_READENVVARDEFNS: 環境変数の定義の読み取りに失敗しました。
v DSJE_READENVVARVALUES: 環境変数の値の読み取りに失敗しました。
v DSJE_BADENVVAR: 環境変数が存在しません。
v DSJE_WRITEENVVARVALUES: 環境変数の値の書き込みに失敗しました。
v DSJE_ENCODEFAILED: 暗号化された値のエンコードに失敗しました。
v DSJE_BADBOOLEANVALUE: ブール型の環境変数に無効な値が指定されまし
た。
v DSJE_BADNUMERICVALUE: 整数型の環境変数に無効な値が指定されました。
v DSJE_BADLISTVALUE: 固定値リストをもつ環境変数に無効な値が指定されまし
た。
v DSJE_PXNOTINSTALLED: 環境変数が、利用可能でないパラレル・ジョブに固有
のものです。
v DSJE_ISPARALLELLICENCED: パラレル・ジョブが利用可能かどうかの判断に失
敗しました。

備考
パラレル・カテゴリーの環境変数の値は、パラレル・ジョブが利用可能な場合にの
み設定できます。
APT_EXECUTION _MODE のようなリスト・タイプの環境変数を設定する場合、ア
ドミニストレーター・クライアントに表示されるリスト・メンバーではなく、設定
可能な内部値の 1 つを指定する必要があります。 例えば、パラレル・ジョブを 1
つの処理ノードで実行させるために APT_EXECUTION_MODE を設定する場合、環
境変数の値は、アドミニストレーター・クライアントで表示される 'One process' で
はなく、'ONE_PROCESS' に設定します。
ブール型の環境変数を設定する場合、値は 1 (TRUE) または 0 (FALSE) に設定し
ます。

DSSetGenerateOpMetaData
DSSetGenerateOpMetaData 関数を使用して、ジョブでオペレーショナル・メタデー
タを生成するかどうかを指定できます。この関数により、プロジェクトのデフォル
ト設定がオーバーライドされます。
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構文
int DSSetGenerateOpMetaData (
JobHandle,
value
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
value に TRUE (1) を指定すると、処理メタデータが生成されます。FALSE (0) を
指定すると生成されません。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADTYPE
value が認識されません。

DSSetJobLimit
DSSetJobLimit 関数を使用して、ジョブの行制限または警告制限を設定できます。

構文
int DSSetJobLimit(
DSJOB JobHandle,
int LimitType,
int LimitValue
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
LimitType には、制限のタイプを表す次のいずれかのキーを指定します。
キー

指定する制限のタイプ

DSJ_LIMITWARN
LimitValue 回の警告イベントの後でジョブが停止します。
DSJ_LIMITROWS
ステージが LimitValue に指定した行数に制限されます。
LimitValue には、制限を設定する値を指定します。
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戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADSTATE
ジョブが正しい状態ではありません (コンパイル済みですが、実行中ではあ
りません)。
DSJE_BADTYPE
LimitType は既知の制限条件の名前ではありません。
DSJE_BADVALUE
LimitValue が、指定した制限条件タイプに対して適切ではありません。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。

備考
JobHandle で指定するジョブは、DSSetJobLimit 関数が呼び出される前に、
DSLockJob を使用してロックする必要があります。
実行の前に明示的に設定されていないジョブの制限は、デフォルトの値を使用しま
す。 両方のタイプの制限を設定する場合は、DSSetJobLimit を 2 回呼び出しま
す。
ジョブに制限がないことを示すには、値を 0 に設定します。

DSSetParam
DSSetParam 関数を使用して、ジョブを実行する前にジョブ・パラメーター値を設定
できます。明示的に設定されていないパラメーターは、デフォルト値を使用しま
す。

構文
int DSSetParam(
DSJOB JobHandle,
char *ParamName,
DSPARAM *Param);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。
ParamName には、設定するパラメーターの名前を指定する、NULL 値で終わるスト
リングへのポインターを指定します。
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Param には、設定するパラメーターの名前、タイプ、値を指定する構造体へのポイ
ンターを指定します。
注: Param に指定するタイプは、ジョブの定義でパラメーターに指定されたタイプ
と一致する必要はありません。ただし、変換が可能でなければなりません。 例え
ば、ジョブがパラメーターをストリングとして定義している場合、整数として指定
しても設定できます。ただし、ジョブでパラメーターが整数として定義されている
ときに、DSSetParam が数値以外のストリングを渡すと、結果の予期できないエラ
ーが発生する可能性があります。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_BADSTATE
ジョブが正しい状態ではありません (コンパイル済みですが、実行中ではあ
りません)。
DSJE_BADPARAM
Param が、ジョブの既知のパラメーターを参照していません。
DSJE_BADTYPE
Param が、有効なパラメーターのタイプを指定していません。
DSJE_BADVALUE
Param が、ジョブの定義で指定されたパラメーターのタイプに適切な値を
指定していません。
DSJE_SERVER_ERROR
内部エラー。 エンジンが無効データを返しました。

備考
JobHandle で指定するジョブは、DSSetParam 関数が呼び出される前に、
DSLockJob を使用してロックする必要があります。

DSSetProjectProperty
DSSetProjectProperty 関数を使用して、指定したプロジェクトのプロパティーの値を
設定できます。この関数を含むコードを実行するユーザーは、InfoSphere DataStage
アドミニストレーターである必要があります。

構文
int DSSetProjectProperty(
DSPROJECT hProject,
char *Property,
char *Value
);
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パラメーター
hProject には、DSOpenProject が返した値を指定します。
Property には、設定するプロパティーの名前を指定します。 次のプロパティーが設
定できます。
キー

意味するプロパティー

DSA_OSHVISIBLEFLAG
パラレル・ジョブで生成 OSH が表示可能かどうかを示します。Value に
は、0 (False) または 1 (True) を指定します。 パラレル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_RTCP_ENABLED
パラレル・ジョブでランタイム列伝搬が有効かどうかを示します。Value に
は、0 (False) または 1 (True) を指定します。 パラレル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_PX_ADVANCED_RUNTIME_OPTS
パラレル・ジョブの高度なランタイム・プロパティーを指定します。Value
には、設定する高度なプロパティーを指定します。 パラレル・ジョブの
み。
DSA_PRJ_PX_BASEDIR
パラレル・ジョブのベース・ディレクトリーを表します。 Value には、ベ
ース・ディレクトリーを指定します。 パラレル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_JOBDIR_TEMPLATE
パラレル・ジョブのデプロイメント・ディレクトリー・テンプレート表しま
す。 Value には、デプロイメント・ディレクトリー・テンプレートを指定
します。パラレル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_CUSTOM_ACTION
パラレル・ジョブのカスタム・デプロイメント・コマンドを表します。
Value はコマンドです。 パラレル・ジョブのみ。
DSA_PRJ_JOBADMIN_ENABLED
このプロジェクトのジョブについては、ディレクター・クライアントでジョ
ブ管理コマンドが使用できます。 Value には、0 (False) または 1 (True) を
指定します。
DSA_PRJ_PX_DEPLOY_GENERATE_XML
パラレル・ジョブ・デプロイメント・パッケージでは XML レポートの生
成が可能です。 Value には、0 (False) または 1 (True) を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
v DSJE_NOTADMINUSER: ユーザーがアドミニストレーターではありません。
v DSJE_ISADMINFAILED: ユーザーがアドミニストレーターであるかどうかの判別
に失敗しました。
v DSJE_READPROJPROPERTY: プロパティーの読み取りに失敗しました。
v DSJE_WRITEPROJPROPERTY: プロパティーの書き込みに失敗しました。
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v DSJE_PROPNOTSUPPORTED: サポートされていないプロパティーです。
v DSJE_BADPROPERTY: 不明なプロパティー名です。
v DSJE_BADPROPVALUE: このプロパティーには無効な値です。
v DSJE_PXNOTINSTALLED: パラレル・ジョブが利用できません。
v DSJE_ISPARALLELLICENCED: パラレル・ジョブが利用可能かどうかの判断に失
敗しました。
v DSJE_OSHVISIBLEFLAG: 「OSHVisible」の値が設定できませんでした。

備考
このメソッドを使用するには、DSOpenProject を使用して、プログラムをプロジェ
クトに事前に関連付ける必要があります。 これにより、プロジェクトに対するハン
ドル hProject が戻されます。

DSSetServerParams
DSSetServerParams 関数を使用して、プロジェクトを開くため、またはプロジェク
ト・リストを取得するために使用するログオン・パラメーターを設定できます。

構文
void DSSetServerParams(
char *DomainName,
char *UserName,
char *Password,
char *ServerName
);

パラメーター
DomainName には、ドメイン・マシンの名前を指定する、NULL 値で終わる文字ス
トリングへのポインターを指定します。
UserName には、セッションに使用するユーザー名を示す、NULL 終了文字ストリ
ングまたは NULL へのポインターを指定します。
Password には、UserName で指定したユーザーのパスワードを指定する、NULL 値
で終わる文字ストリング、または NULL へのポインターを指定します。
ServerName には、接続先のエンジン層サーバーの名前を示す、NULL 終了文字スト
リングまたは NULL へのポインターを指定します。

戻り値
この関数には、戻り値がありません。

備考
デフォルトでは、DSOpenProject および DSGetProjectList は、クライアント・プ
ロセスと同じコンピューター上のエンジンに接続しようとします。その後、クライ
アント・プロセスと同じユーザー ID およびアクセス権限で実行されるエンジン・
プロセスを作成します。 DSSetServerParams は、この動作を指定変更して、異なる
ドメイン、ユーザー名、パスワード、およびエンジン層サーバーを指定できます。
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DSSetServerParams の呼び出しは累積的ではありません。 NULL ポインターを含
むすべてのパラメーターの値は、以降の DSOpenProject または DSGetProjectList
の呼び出しで使われるパラメーターの設定に使用できます。

DSStopJob
DSStopJob を使用して、実行中のジョブをキャンセルできます。

構文
int DSStopJob(
DSJOB JobHandle
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のようになります。
DSJE_BADHANDLE 無効な JobHandle です。

備考
DSStopJob 関数は、DSRunJob 関数が発行された後にしか使用できません。 停止
要求が、ジョブの現在の状況に関係なく送信されます。 ジョブが停止したことを確
認するには、DSWaitForJob 関数または DSJobStatus マクロを使用します。

DSUnlockJob
DSUnlockJob 関数を使用して、ジョブのロックを解除できます。これにより、ジョ
ブの実行状態がそれ以上操作されるのを防ぎ、他のプロセスで使用できるようにジ
ョブを解放できます。

構文
int DSUnlockJob(
DSJOB JobHandle
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJ_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のようになります。
v DSJE_BADHANDLE: 無効な JobHandle です。
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備考
DSUnlockJob 関数は、ジョブの終了を待たず即時に値を返します。 ロックされて
いないジョブに対してロックの解除をしようとしても、エラーは発生しません。 複
数のハンドルで同一のジョブを開いている場合、1 つのハンドルのジョブのロック
を解除すれば、すべてのハンドルのジョブのロックが解除されます。

DSWaitForJob
DSWaitForJob 関数を使用して、ジョブ実行の完了を待つことができます。

構文
int DSWaitForJob(
DSJOB JobHandle
);

パラメーター
JobHandle には、DSOpenJob が返した値を指定します。

戻り値
関数が成功した場合、戻り値は DSJE_NOERROR です。
関数が失敗した場合、戻り値は次のいずれかになります。
トークン
説明
DSJE_BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE_WRONGJOB
この JobHandle に対応するジョブは、現在のプロセスによって DSRunJob
の呼び出しから開始されていません。
DSJE_TIMEOUT
十分な時間 (約 30 分) 待ちましたが、ジョブが開始していないようです。

備考
この関数は、現在のジョブが、指定した JobHandle に対して DSRunJob の呼び出
しを発行した場合にのみ有効です。 この関数は、最後の DSRunJob の後にジョブ
が開始されたか、そしてジョブが終了したかどうかを返します。 終了状況は、
DSGetJobInfo を呼び出して検索できます。

データ構造体
データ構造体を使用して、関数へ渡すデータまたは関数から返されるデータを保持
できます。
InfoSphere DataStage API は、このセクションで説明するデータ構造体を使用して、
関数へ渡すデータまたは関数から返されるデータを保持します。 ( 40 ページの『デ
ータ構造体、結果データ、スレッド』を参照してください。) データ構造体を次の
表にまとめます。以降の節で詳しく説明します。
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データ構造体

保持するデータのタイプ

関数

DSCUSTINFO

パラレル・ステージの特定の
タイプからの custinfo 項目

DSGetCustinfo

DSJOBINFO

ジョブに関する情報

DSGetJobInfo

DSLINKINFO

ジョブのアクティブ・ステー
ジの入出力リンクに関する情
報。アクティブ・ステージと
は、データのソースでも宛先
でもないステージのことで
す。

DSGetLinkInfo

DSLOGDETAIL

ジョブ・ログ・ファイル内の
エントリーの完全な詳細

DSGetLogEntry

DSLOGDETAILFULL

ジョブ・ログ・ファイル内の DSGetLogEntryFull
エントリーの完全な詳細。メ
ッセージ ID および呼び出し
ID も含まれます。

DSLOGEVENT

ジョブ・ログ・ファイル内の
エントリーの詳細

DSLogEvent,
DSFindFirstLogEntry,
DSFindNextLogEntry

DSPARAM

ジョブ・パラメーターのタイ
プと値

DSSetParam

DSPARAMINFO

ジョブ・パラメーターの詳細
情報。デフォルト値や説明な
ど

DSGetParamInfo

DSPROJECTINFO

プロジェクト内のジョブのリ
スト

DSGetProjectInfo

DSREPOSINFO

デザイン時ジョブのリスト

DSGetReposInfo

DSREPOSUSGE

関係を満たすデザイン時ジョ
ブのリスト

DSGetReposUsage

DSSTAGEINFO

ジョブ内のステージに関する
情報

DSGetStageInfo

DSVARINFO

トランスフォーマー・ステー
ジのステージ変数に関する情
報

DSGetVarInfo

DSCUSTINFO
DSCUSTINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブ内のアクティブ・ス
テージの入出力リンクに関する各種情報の値を表すことができます。

構文
typedef struct _DSCUSTINFO {
int infoType: /
union {
char *custinfoValue;
char *custinfoDesc;} info;
} DSCUSTINFO;
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メンバー
infoType には、情報のタイプを示すキーを指定します。キーの値は次のいずれかで
す。
キー

示される情報

DSJ_CUSTINFOVALUE
指定された custinfo 項目の値
DSJ_CUSTINFODESC
指定された custinfo の説明。

DSJOBINFO
DSJOBINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブに関する情報の値を表
すことができます。

構文
typedef struct _DSJOBINFO {
int infoType;
union {
int jobStatus;
char *jobController;
time_t jobStartTime;
int jobWaveNumber;
char *userStatus;
char *paramList;
char *stageList;
char *jobname;
int jobcontrol;
int jobPid;
time_t jobLastTime;
char *jobInvocations;
int jobInterimStatus;
char *jobInvocationid;
char *jobDesc;
char *stageList2;
char *jobElapsed;
char *jobFullDesc;
int jobDMIService;
int jobMultiInvokable;
} info;
} DSJOBINFO;

メンバー
infoType には、情報のタイプを示す次のキーのいずれかを指定します。
キー

示される情報

DSJ_JOBSTATUS
ジョブの現在の状況。
DSJ_JOBNAME
JobHandle が参照するジョブの名前。
DSJ_JOBCONTROLLER
制御ジョブの名前。
DSJ_JOBSTARTTIMESTAMP
ジョブを開始した日付と時刻。
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DSJ_JOBWAVENO
現在 (または最後) のジョブ実行のウェーブ番号。
DSJ_PARAMLIST
ジョブのパラメーターの名前のリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_STAGELIST
ジョブ内のアクティブ・ステージのリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_USERSTATUS
ジョブ・デザインの定義に従ってジョブ自体がレポートした状況。
DSJ_JOBCONTROL
ジョブへの停止要求が発行されたかどうか。
DSJ_JOBPID
DSD.RUN プロセスのプロセス ID。
DSJ_JOBLASTTIMESTAMP
エンジンでジョブが最後に終了した日付と時刻。
DSJ_JOBINVOCATIONS
ジョブ呼び出し ID のリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_JOBINTERIMSTATUS
現在の暫定的なジョブの状況。
DSJ_JOBINVOCATIONID
参照したジョブの呼び出し名。
DSJ_JOBDESC
ジョブの説明。
DSJ_STAGELIST2
ジョブ内のパッシブ・ステージのリスト。 NULL で区切られます。
DSJ_JOBELAPSED
ジョブの秒単位の経過時間。
DSJ_JOBFULLDESSC
「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスで指定される「詳細説
明」。
DSJ_JOBDMISERVICE
Web サービス・ジョブの場合は true に設定されます。
DSJ_JOBMULTIINVOKABLE
ジョブが複数の呼び出しをサポートする場合は true に設定されます。
DSJ_JOBSTATUS が infoType に設定されている場合、jobStatus が返されます。 値
は次のいずれかです。
キー

示される状況

DSJS_RUNNING
ジョブを実行中。
DSJS_RUNOK
ジョブの通常の実行が警告なしで終了しました。
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DSJS_RUNWARN
ジョブの通常の実行は終了しましたが、警告が発生しました。
DSJS_RUNFAILED
ジョブの通常の実行で致命的エラーが発生しました。
DSJS_VALOK
ジョブの検証が警告なしで終了しました。
DSJS_VALWARN
ジョブの検証は終了しましたが、警告が発生しました。
DSJS_VALFAILED
ジョブの検証に失敗しました。
DSJS_RESET
ジョブによるリセットが終了しました。
DSJS_CRASHED
不明なアクションによりジョブが停止しました。
DSJS_STOPPED
オペレーターがジョブを停止しました (実行タイプは不明です)。
DSJS_NOTRUNNABLE
ジョブはコンパイルされていません。
DSJS_NOTRUNNING
上記以外の状況。 オペレーターがジョブを停止しました (実行タイプは不
明です)。
jobController は、ジョブの参照を制御するジョブの名前です。infoType が
DSJ_JOBCONTROLLER に設定された場合に返されます。 ジョブを制御しているジ
ョブ自体が別のジョブに制御されている場合などは、ピリオドで区切られた複数の
ジョブ名が返されます。
jobStartTime は、最後または現在のジョブの実行が開始された日付と時刻です。
infoType が DSJ_JOBSTARTTIMESTAMP に設定された場合に返されます。
jobWaveNumber は、最後または現在のジョブの実行のウェーブ番号です。infoType
が DSJ_JOBWAVENO に設定された場合に返されます。
userStatus は、ユーザー定義の状況としてジョブにより設定される値 (存在する場
合) です。infoType を DSJ_USERSTATUS に設定した場合に返されます。
paramList は、NULL 値で終わる一連のストリングを含むバッファーへのポインター
です。各ジョブ・パラメーター名ごとに 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番
目の NULL 文字で終了します。 infoType が DSJ_PARAMLIST に設定された場合
に返されます。 次の例にバッファーの内容を示します。<null>は終端の NULL 文
字を表します。
first<null>second<null><null>

stageList は、NULL 値で終わる一連のストリングを含むバッファーへのポインター
です。ジョブの各ステージごとに 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目の
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NULL 文字で終了します。 infoType が DSJ_STAGELIST に設定された場合に返さ
れます。 次の例にバッファーの内容を示します。<null>は終端の NULL 文字を表
します。
first<null>second<null><null>

DSLINKINFO
DSLINKINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブ内のアクティブ・ス
テージの入出力リンクに関する各種情報の値を表すことができます。

構文
typedef struct _DSLINKINFO {
int infoType: /
union {
DSLOGDETAIL lastError;
int rowCount;
char *linkName;
char *linkSQLState;
char *linkDBMSCode;
char *linkDesc;
char *linkedStage;
char *rowCountList;
} info;
} DSLINKINFO;

メンバー
infoType には、情報のタイプを示すキーを指定します。キーの値は次のいずれかで
す。
キー

示される情報

DSJ_LINKLASTERR
リンクからレポートされた最後のエラー・メッセージ。
DSJ_LINKNAME
リンクの実際の名前。
DSJ_LINKROWCOUNT
リンクに渡された行の数。
DSJ_LINKSQLSTATE
直前のエラー・メッセージからの SQLSTATE の値。
DSJ_LINKDBMSCODE
直前のエラー・メッセージからの DBMSCODE の値。
DSJ_LINKDESC
リンクの説明。
DSJ_LINKSTAGE
リンク先のステージの名前。
DSJ_INSTROWCOUNT
コンマで区切られた行数のリスト (パラレル・ジョブのインスタンスごとに
1 つ)。
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lastError は、データ構造体であり、リンクからレポートされた直前のエラー・メッ
セージのエラーのログ・エントリーを含みます。infoType が DSJ_LINKLASTERR
に設定された場合に返されます。
rowCount は、これまでにリンクに渡された行の数です。infoType が
DSJ_LINKROWCOUNT に設定された場合に返されます。

DSLOGDETAIL
DSLOGDETAIL 構造体は、ジョブ・ログ・ファイルからの 1 つのエントリーの詳
細な情報を表します。

構文
typedef struct _DSLOGDETAIL {
int eventId;
time_t timestamp;
int type;
char *username;
char *fullMessage;
} DSLOGDETAIL;

メンバー
eventId は、0 以上の数値で、ジョブのログ・エントリーを一意に識別します。
timestamp は、ジョブ・ログ・ファイルにエントリーが追加された日付と時刻です。
type には、イベントのタイプを表すキーを指定します。キーの値は次のいずれかで
す。
キー

示されるログ・エントリーのタイプ

DSJ_LOGINFO
情報
DSJ_LOGWARNING
警告
DSJ_LOGFATAL
致命的エラー
DSJ_LOGREJECT
トランスフォーマー行リジェクト
DSJ_LOGSTARTED
ジョブの開始
DSJ_LOGRESET
ジョブのリセット
DSJ_LOGBATCH
バッチ制御
DSJ_LOGOTHER
上記以外のログ・エントリーのタイプ
username は、ユーザー情報です。
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fullMessage は、ログ・エントリーの完全な説明です。

DSLOGDETAILFULL
DSLOGDETAILFULL 構造体は、ジョブ・ログ・ファイルからの単一エントリーの
詳細な情報を、メッセージ ID および呼び出し ID を含めて表します。

構文
typedef struct _DSLOGDETAILFULL {
int eventId;
time_t timestamp;
int type;
char *username;
char *fullMessage;
char *messageId;
char *invocationId;
} DSLOGDETAILFULL;

メンバー
eventId は、0 以上の数値で、ジョブのログ・エントリーを一意に識別します。
timestamp は、ジョブ・ログ・ファイルにエントリーが追加された日付と時刻です。
type には、イベントのタイプを表すキーを指定します。キーの値は次のいずれかで
す。
キー

示されるログ・エントリーのタイプ

DSJ_LOGINFO
情報
DSJ_LOGWARNING
警告
DSJ_LOGFATAL
致命的エラー
DSJ_LOGREJECT
トランスフォーマー行リジェクト
DSJ_LOGSTARTED
ジョブの開始
DSJ_LOGRESET
ジョブのリセット
DSJ_LOGBATCH
バッチ制御
DSJ_LOGOTHER
上記以外のログ・エントリーのタイプ
username は、ユーザー情報です。
fullMessage は、ログ・エントリーの完全な説明です。
messageId は、メッセージ ID を含むストリングです。
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invocationId は、呼び出し ID を含むストリングです (呼び出し ID が使用されてい
る場合)。

DSLOGEVENT
DSLOGEVENT 構造体を使用して、ジョブのイベント・ログの単一エントリーのサ
マリー情報を表すことができます。

構文
typedef struct _DSLOGEVENT {
int eventId;
time_t timestamp;
int type;
char *message;
} DSLOGEVENT;

メンバー
eventId は、0 以上の数値で、ジョブのログ・エントリーを一意に識別します。
timestamp は、ジョブ・ログ・ファイルにエントリーが追加された日付と時刻です。
type には、イベントのタイプを表すキーを指定します。キーの値は次のいずれかで
す。
キー

示されるログ・エントリーのタイプ

DSJ_LOGINFO
情報
DSJ_LOGWARNING
警告
DSJ_LOGFATAL
致命的エラー
DSJ_LOGREJECT
トランスフォーマー行リジェクト
DSJ_LOGSTARTED
ジョブの開始
DSJ_LOGRESET
ジョブのリセット
DSJ_LOGBATCH
バッチ制御
DSJ_LOGOTHER
上記以外のログ・エントリーのタイプ
message は、ログ・エントリーの記述の 1 行目です。

DSPARAM
DSPARAM 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブ・パラメーターのタイ
プおよび値に関する情報を表すことができます。
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構文
typedef struct _DSPARAM {
int paramType;
union {
char *pString;
char *pEncrypt;
int pInt;
float pFloat;
char *pPath;
char *pListValue;
char *pDate;
char *pTime;
} paramValue;
} DSPARAM;

メンバー
paramType には、ジョブ・パラメーターのタイプを示すキーを指定します。 使用で
きる値は次のとおりです。
キー

示されるパラメーターのタイプ

DSJ_PARAMTYPE_STRING
文字ストリング。
DSJ_PARAMTYPE_ENCRYPTED
暗号化された文字ストリング (例: パスワード)。
DSJ_PARAMTYPE_INTEGER
整数。
DSJ_PARAMTYPE_FLOAT
浮動小数点数。
DSJ_PARAMTYPE_PATHNAME
ファイル・システムのパス名。
DDSJ_PARAMTYPE_LIST
列挙されたリストからの値の 1 つを指定する文字ストリング。
DDSJ_PARAMTYPE_DATE
YYYY-MM-DD 形式の日付。
DSJ_PARAMTYPE_TIME
HH:MM:SS 形式の時刻。
pString は、NULL で終わる文字ストリングで、paramType が
DSJ_PARAMTYPE_STRING に設定された場合に返されます。
pEncrypt は、NULL で終わる文字ストリングで、paramType が
DSJ_PARAMTYPE_ENCRYPTED に設定された場合に返されます。 暗号化されたス
トリングを InfoSphere DataStage API と受け渡しする場合には、そのストリングは
プレーン・テキスト形式でなければなりません。 InfoSphere DataStage API を使用
するアプリケーションは、このタイプのパラメーターを適切な表示フォーマットで
表示する必要があります。例えば、文字をそのまま表示するのではなく、ストリン
グの各文字の代わりにアスタリスクを表示します。
pInt は整数で、paramType が DSJ_PARAMTYPE_INTEGER に設定された場合に返
されます。
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pFloat は、浮動小数点値で、paramType が DSJ_PARAMTYPE_FLOAT に設定され
た場合に返されます。
pPath は、NULL で終わる文字ストリングで、ファイル・システムのパス名を指定
します。paramType が DSJ_PARAMTYPE_PATHNAME に設定された場合に返され
ます。
注: このパラメーターには、エンジン上の有効なパス名を指定する必要はありませ
ん。パス名の解釈および検証はジョブが実行します。
pListValue は、NULL で終わる文字ストリングで、列挙されたリストから使用でき
る値の 1 つを指定します。paramType が DDSJ_PARAMTYPE_LIST に設定された
場合に返されます。
pDate は、NULL で終わる文字ストリングで、YYYY-MM-DD 形式で日付を指定しま
す。paramType が DSJ_PARAMTYPE_DATE に設定された場合に返されます。
pTime は、NULL で終わる文字ストリングで、HH:MM:SS 形式で時刻を指定しま
す。paramType が DSJ_PARAMTYPE_TIME に設定された場合に返されます。

DSPARAMINFO
DSPARAMINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブのパラメーターに
関する情報の値を表すことができます。

構文
typedef struct _DSPARAMINFO {
DSPARAM defaultValue;
char *helpText;
char *paramPrompt;
int paramType;
DSPARAM desDefaultValue;
char *listValues;
char *desListValues;
int promptAtRun;
} DSPARAMINFO;

メンバー
defaultValue には、存在する場合のみパラメーターのデフォルト値を指定します。
helpText には、存在する場合のみパラメーターの説明を指定します。
paramPrompt には、存在する場合のみパラメーターのプロンプトを指定します。
paramType には、ジョブ・パラメーターのタイプを示すキーを指定します。 使用で
きる値は次のとおりです。
キー

示されるパラメーターのタイプ

DSJ_PARAMTYPE_STRING
文字ストリング。
DSJ_PARAMTYPE_ENCRYPTED
暗号化された文字ストリング (例: パスワード)。
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DSJ_PARAMTYPE_INTEGER
整数。
DSJ_PARAMTYPE_FLOAT
浮動小数点数。
DSJ_PARAMTYPE_PATHNAME
ファイル・システムのパス名。
DDSJ_PARAMTYPE_LIST
列挙されたリストからの値の 1 つを指定する文字ストリング。
DDSJ_PARAMTYPE_DATE
YYYY-MM-DD 形式の日付。
DSJ_PARAMTYPE_TIME
HH:MM:SS 形式の時刻。
desDefaultValue は、ジョブの設計者がパラメーターに設定するデフォルト値です。
注: デフォルト値は、 InfoSphere DataStage アドミニストレーターが変更できま
す。そのため、値は、ジョブの現行値ではない可能性があります。
listValues は、NULL で終わる一連のストリングを受け取るバッファーへのポインタ
ーです。パラメーターの値として使用できる有効なストリングのそれぞれに対して
1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目の NULL 文字で終わります。次に例を
示します (<null> は終端の NULL 文字を表します)。
first<null>second<null><null>

desListValues は、ジョブの設計者によりパラメーターに設定された値のデフォル
ト・リストを格納するバッファーへのポインターです。 バッファーには NULL で
終わる一連のストリングが含まれます。パラメーターの値として使用できる有効な
ストリングのそれぞれに対して 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目の
NULL 文字で終わります。 次の例にバッファーの内容を示します。<null>は終端の
NULL 文字を表します。
first<null>second<null><null>

注: デフォルト値は、 InfoSphere DataStage アドミニストレーターが変更できま
す。そのため、値は、ジョブの現行値ではない可能性があります。
promptAtRun は、0 (False) または 1 (True) です。 1 は、ジョブの実行時にオペレ
ーターがこのパラメーターの値を入力するよう求められることを表します。0 は求
められないことを表します。

DSPROJECTINFO
DSPROJECTINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage プロジェクトの情報の
値を表すことができます。
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構文
typedef struct _DSPROJECTINFO {
int infoType;
union {
char *jobList;
} info;
} DSPROJECTINFO;

メンバー
infoType には、取得する情報のタイプを示すキーの値を指定します。 使用できる値
は次のとおりです。
キー

示される情報

DSJ_JOBLIST
プロジェクトのジョブのリスト。
DSJ_PROJECTNAME
現在のプロジェクトの名前。
DSJ_HOSTNAME
エンジン層のホスト名。
jobList は、NULL で終わる一連のストリングを格納するバッファーへのポインター
です。プロジェクトの各ジョブごとに 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目
の NULL 文字で終わります。次に例を示します (<null> は終端の NULL 文字を表
します)。
first<null>second<null><null>

DSREPOSINFO
DSREPOSINFO 構造体を使用して、検索したデザイン時オブジェクトに関する情報
を取得できます。

構文
struct _DSREPOSJOBINFO;
typedef struct _DSREPOSJOBINFO DSREPOSJOBINFO;
struct _DSREPOSJOBINFO
{
char* jobname;
/* Includes category */
int jobtype;
/* InfoType constant */
DSREPOSJOBINFO* nextjob; /* ptr next job or NULL */
};
typedef struct _DSREPOSINFO
{
int infoType;
union
{
DSREPOSJOBINFO* jobs; /*linkedlist of found jobs */
} info;
} DSREPOSINFO;

メンバー
infoType には、取得する情報のタイプを示すキーの値を指定します。 使用できる値
は次のとおりです。
キー
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示される情報

DSS_JOBS
ジョブのリスト。
jobs は、別の構造体にリンクした、または NULL で終了する構造体へのポインタ
ーです。 返されるそれぞれのジョブに対して 1 つの構造体が存在します。 それぞ
れの構造体には、次のようにジョブ名 (カテゴリーを含む) およびジョブ・タイプが
格納されます。
キー

返される情報

DSS_JOB_SERVER
サーバー・ジョブ
DSS_JOB_PARALLEL
パラレル・ジョブ
DSS_JOB_MAINFRAME
メインフレーム・ジョブ
DSS_JOB_SEQUENCE
ジョブ・シーケンス

DSREPOSUSAGE
DSREPOSUSAGE 構造体を使用して、指定した関係を満たすオブジェクトに関する
情報を取得できます。

構文
struct _DSREPOSUSAGEJOB; typedef struct _DSREPOSUSAGEJOB
DSREPOSUSAGEJOB; struct _DSREPOSUSAGEJOB { char *jobname; /* Job and cat
name */ int jobtype; /* type of job */ DSREPOSUSAGEJOB *nextjob; /* next sibling
job */ DSREPOSUSAGEJOB *childjob; }; typedef struct _DSREPOSUSAGE { int
infoType; union { DSREPOSUSAGEJOB *jobs; /*linkedlist of jobs*/ } info }
DSREPOSUSAGE;

メンバー
infoType には、取得する情報のタイプを示すキーの値を指定します。 使用できる値
は次のとおりです。
キー

示される情報

DSS_JOBS
ジョブのリスト。
jobs は、別の構造体にリンクした、または NULL で終了する構造体へのポインタ
ーです。 返されるそれぞれのジョブに対して 1 つの構造体が存在します。 それぞ
れの構造体には、次のようにジョブ名 (カテゴリーを含む) およびジョブ・タイプが
格納されます。
キー

返される情報

DSS_JOB_SERVER
サーバー・ジョブ
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DSS_JOB_PARALLEL
パラレル・ジョブ
DSS_JOB_MAINFRAME
メインフレーム・ジョブ
DSS_JOB_SEQUENCE
ジョブ・シーケンス

DSSTAGEINFO
DSSTAGEINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブ内のアクティブ・
ステージに関する各種情報の値を表すことができます。

構文
typedef struct _DSSTAGEINFO {
int infoType;
union {
DSLOGDETAIL lastError;
char *typeName;
int inRowNum;
char *linkList;
char *stagename;
char *varlist;
char *stageStartTime;
char *stageEndTime;
char *linkTypes;
char *stageDesc;
char *instList;
char *cpuList;
time_t stageElapsed;
char *pidList;
int stageStatus;
char *custInfoList
} info;
} DSSTAGEINFO;

メンバー
infoType には、取得する情報を示すキーを指定します。このキーは次のいずれかで
す。
キー

示される情報

DSJ_LINKLIST
NULL で区切られたリンク名のリスト。
DSJ_STAGELASTERR
ステージのリンクで生成された最新のエラー・メッセージ。
DSJ_STAGENAME
ステージの名前。
DSJ_STAGETYPE
ステージ・タイプ名、例えば、Transformer や BeforeJob。
DSJ_STAGEINROWNUM
一次リンクの入力行番号。
DSJ_VARLIST
ステージ変数名のリスト。
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DSJ_STAGESTARTTIME-STAMP
ステージを開始した日付と時刻。
DSJ_STAGEENDTIME-STAMP
ステージを終了した日付と時刻。
DSJ_STAGEDESC
ステージの説明 (ステージ・プロパティーから)。
DSJ_STAGEINST
NULL で区切られたインスタンス ID のリスト (パラレル・ジョブ)。
DSJ_STAGECPU
NULL で区切られた秒単位の CPU 時間のリスト。
DSJ_LINKTYPES
NULL で区切られたリンクのタイプのリスト。
DSJ_STAGEELAPSED
秒単位の経過時間。
DSJ_STAGEPID
NULL で区切られたプロセス ID のリスト。
DSJ_STAGESTATUS
ステージの状況。
DSJ_CUSTINFOLIST
NULL で区切られた custinfo 項目のリスト。
lastError は、ステージのリンクからレポートされた最新のエラー (存在する場合の
み) のエラー・メッセージを格納するデータ構造体です。 infoType が
DSJ_STAGELASTERR に設定された場合に返されます。
typeName は、ステージ・タイプの名前で、infoType が DSJ_STAGETYPE に設定さ
れた場合に返されます。
inRowNum は、一次リンクの入力行番号で、infoType が DSJ_STAGEINROWNUM
に設定された場合に返されます。
linkList は、NULL で終わる一連のストリングを格納するバッファーへのポインター
です。ステージの各リンクごとに 1 つのストリングがあり、それぞれ 2 番目の
NULL 文字で終わります。次に例を示します (<null> は終端の NULL 文字を表し
ます)。
first<null>second<null><null>

DSVARINFO
DSVARINFO 構造体を使用して、InfoSphere DataStage ジョブ内のアクティブ・ステ
ージの入出力リンクに関する各種情報の値を表すことができます。

構文
typedef struct _DSVARINFO {
int infoType: /
union {
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char *varValue;
char *varDesc;
} info;
} DSVARINFO;

メンバー
infoType には、情報のタイプを示すキーを指定します。キーの値は次のいずれかで
す。
キー

示される情報

DSJ_VARVALUE
指定された変数の値。
DSJ_VARDESC
指定された変数の説明。

エラー・コード
エラー・コードを使用して、アプリケーション問題を判別できます。
次の表に、InfoSphere DataStage API エラー・コードを英字順にリストします。
表 2. API エラー・コード
エラー・トークン

コード

説明

DSJE_ACCOUNTPATHFAILED

-140

アカウント・パスの取得に失敗しまし
た。

DSJE_ADDPROJECTBLOCKED

-134

別のユーザーがプロジェクトを追加し
ています。

DSJE_ADDPROJECTFAILED

-135

プロジェクトの追加に失敗しました。

DSJEBADBOOLEANVALUE

-118

ブール型の環境変数に無効な値が指定
されました。

DSJE_BADENVVAR

-116

環境変数が存在しません。

DSJE_BADENVVARNAME

-108

環境変数名が無効です。

DSJE_BADENVVARTYPE

-109

環境変数タイプが無効です。

DSJE_BADENVVARPROMPT

-110

プロンプトが指定されていません。

DSJE_BADHANDLE

-1

無効な JobHandle です。

DSJE_BADLINK

-9

LinkName が対象ステージの既知のリ
ンクを参照していません。

DSJE_BADLISTVALUE

-120

リスト型の環境変数に無効な値が指定
されました。

DSJE_BADNAME

-12

無効なプロジェクト名です。

DSJE_BADNUMERICVALUE

-119

整数型の環境変数に無効な値が指定さ
れました。

DSJE_BADPARAM

-3

ParamName のパラメーターがジョブ
内に存在しません。

DSJE_BADPROJECT

-1002

ProjectName が既知の InfoSphere
DataStage プロジェクトではありませ
ん。

DSJE_BADPROJLOCATION

-130

無効なパス名が指定されました。
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表 2. API エラー・コード (続き)
エラー・トークン

コード

説明

DSJE_BADPROJNAME

-128

無効なプロジェクト名が指定されまし
た。

DSJE_BADPROPERTY

-104

不明なプロパティー名です。

DSJE_BADPROPVALUE

-106

このプロパティーに対する無効な値で
す。

DSJE_BADSTAGE

-7

StageName はジョブ内の既知のステー
ジを参照していません。

DSJE_BADSTATE

-2

ジョブが正しい状態ではありません
(コンパイル済みですが、実行中では
ありません)。

DSJE_BADTIME

-13

無効な StartTime または EndTime の
値です。

DSJE_BADTYPE

-5

情報またはイベントのタイプが認識さ
れません。

DSJE_BAD_VERSION

-1008

エンジンは、このバージョンの
InfoSphere DataStage API をサポート
しません。

DSJE_BADVALUE

-4

無効な MaxNumber の値です。

DSJE_CLEARSCHEDULEFAILED

-127

プロジェクトのスケジュール済みジョ
ブを消去できませんでした。

DSJE_DECRYPTERR

-15

暗号化された値の解読に失敗しまし
た。

DSJE_DELETEPROJECTBLOCKED

-138

別のユーザーによりプロジェクトがロ
ックされています。

DSJE_DELPROJFAILED

-124

プロジェクト定義の削除に失敗しまし
た。

DSJE_DELPROJFILESFAILED

-125

プロジェクト・ファイルの削除に失敗
しました。

DSJE_DUPENVVARNAME

-115

追加しようとした環境変数は既に存在
します。

DSJE_ENCODEFAILED

-123

暗号化された値のエンコードに失敗し
ました。

DSJE_GETDEFAULTPATHFAILED

-129

デフォルトのプロジェクト・ディレク
トリーが見つかりませんでした。

DSJE_INCOMPATIBLE_SERVER

-1009

エンジンのバージョンは、このバージ
ョンの InfoSphere DataStage API と
互換性がありません。

DSJE_ISADMINFAILED

-101

ユーザーがアドミニストレーターであ
るかどうかの判別に失敗しました。

DSJE_ISPARALLELLICENCED

-122

パラレル・ジョブが利用可能かどうか
の判断に失敗しました。

DSJE_INVALIDPROJECTLOCATION

-131

無効なパス名が指定されました。

DSJE_JOBDELETED

-11

ジョブが削除されました。
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表 2. API エラー・コード (続き)
エラー・トークン

コード

説明

DSJE_JOBLOCKED

-10

ジョブは別のプロセスによりロックさ
れています。

DSJE_LICENSEPROJECTFAILED

-136

プロジェクトにライセンスを与えられ
ませんでした。

DSJE_LISTSCEDULEFAILED

-126

プロジェクトのスケジューリングされ
たジョブのリストを取得できませんで
した。

DSJE_LOGTOFAILED

-141

UV アカウントのログのへの書き込み
に失敗しました。

DSJE_NOACCESS

-16

現在のジョブ以外のジョブに対する
値、デフォルト値、またはデザイン時
のデフォルト値を取得できませんでし
た。

DSJE_NO_DATASTAGE

-1003

システムに InfoSphere DataStage がイ
ンストールされていません。

DSJE_NOERROR

0

InfoSphere DataStage API エラーは発
生していません。

DSJE_NO_MEMORY

-1005

動的なメモリーの割り振りに失敗しま
した。

DSJE_NOMORE

-1001

フィルター基準に一致するすべてのイ
ベントが返されました。

DSJE_NOTADMINUSER

-100

ユーザーはアドミニストレーターでは
ありません。

DSJE_NOTAPROJECT

-139

プロジェクトへのログインに失敗しま
した。

DSJE_NOT_AVAILABLE

-1007

要求された情報は見つかりませんでし
た。

DSJE_NOTINSTAGE

-8

内部エンジン・エラー。

DSJE_NOTUSERDEFINED

-117

環境変数がユーザー定義されたもので
ないため、削除できません。

DSJE_OPENFAIL

-1004

ジョブを開けませんでした。コンパイ
ルされていない可能性があります。

DSJE_OPENFAILED

-132

UV.ACCOUNT ファイルを開けません
でした。

DSJE_OSHVISIBLEFLAG

-107

OSHVisible の値が取得できませんで
した。

DSJE_PROPNOTSUPPORTED

-105

サポートされていないプロパティーで
す。

DSJE_PXNOTINSTALLED

-121

環境変数が、利用可能でないパラレ
ル・ジョブに固有のものです。

DSJE_READENVVARDEFNS

-111

環境変数定義の読み取りに失敗しまし
た。

DSJE_READENVVARVALUES

-112

環境変数の値の読み取りに失敗しまし
た。
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表 2. API エラー・コード (続き)
エラー・トークン

コード

説明

DSJE_READPROJPROPERTY

-102

プロパティーの読み取りに失敗しまし
た。

DSJE_READUFAILED

-133

プロジェクト作成ロック・レコードの
ロックに失敗しました。

DSJE_RELEASEFAILED

-137

プロジェクト作成ロック・レコードの
解除に失敗しました。

DSJE_REPERROR

-99

一般的なエンジン・エラー。

DSJE_SERVER_ERROR

-1006

エンジン内で、予期しないエラーまた
は不明なエラーが発生しました。

DSJE_TIMEOUT

-14

十分な時間 (約 30 分) 待ちました
が、ジョブが開始していないようで
す。

DSJE_UNKNOWN_JOBNAME

-201

指定されたジョブ名がプロジェクト内
で見つかりませんでした。

DSJE_WRITEENVVARDEFNS

-113

環境変数定義の書き込みに失敗しまし
た。

DSJE_WRITEENVVARVALUES

-114

環境変数の値の書き込みに失敗しまし
た。

DSJE_WRITEPROJPROPERTY

-103

サポートされていないプロパティーで
す。

DSJE_WRONGJOB

-6

この JobHandle に対応するジョブ
は、現在のプロセスによって
DSRunJob の呼び出しから開始され
ていません。

次の表に、InfoSphere DataStage API エラー・コードを番号順にリストします。
表 3. 番号順の API エラー・コード
コード

エラー・トークン

説明

0

DSJE_NOERROR

InfoSphere DataStage API エラーは発
生していません。

-1

DSJE_BADHANDLE

無効な JobHandle です。

-2

DSJE_BADSTATE

ジョブが正しい状態ではありません
(コンパイル済みですが、実行中では
ありません)。

-3

DSJE_BADPARAM

ParamName のパラメーターがジョブ
内に存在しません。

-4

DSJE_BADVALUE

無効な MaxNumber の値です。

-5

DSJE_BADTYPE

情報またはイベントのタイプが認識さ
れません。

-6

DSJE_WRONGJOB

この JobHandle に対応するジョブ
は、現在のプロセスによって
DSRunJob の呼び出しから開始され
ていません。
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表 3. 番号順の API エラー・コード (続き)
コード

エラー・トークン

説明

-7

DSJE_BADSTAGE

StageName はジョブ内の既知のステー
ジを参照していません。

-8

DSJE_NOTINSTAGE

内部エンジン・エラー。

-9

DSJE_BADLINK

LinkName が対象ステージの既知のリ
ンクを参照していません。

-10

DSJE_JOBLOCKED

ジョブは別のプロセスによりロックさ
れています。

-11

DSJE_JOBDELETED

ジョブが削除されました。

-12

DSJE_BADNAME

無効なプロジェクト名です。

-13

DSJE_BADTIME

無効な StartTime または EndTime の
値です。

-14

DSJE_TIMEOUT

十分な時間 (約 30 分) 待ちました
が、ジョブが開始していないようで
す。

-15

DSJE_DECRYPTERR

暗号化された値の解読に失敗しまし
た。

-16

DSJE_NOACCESS

現在のジョブ以外のジョブに対する
値、デフォルト値、またはデザイン時
のデフォルト値を取得できませんでし
た。

-99

DSJE_REPERROR

一般的なエンジン・エラー。

-100

DSJE_NOTADMINUSER

ユーザーはアドミニストレーターでは
ありません。

-101

DSJE_ISADMINFAILED

ユーザーがアドミニストレーターであ
るかどうかの判別に失敗しました。

-102

DSJE_READPROJPROPERTY

プロパティーの読み取りに失敗しまし
た。

-103

DSJE_WRITEPROJPROPERTY

サポートされていないプロパティーで
す。

-104

DSJE_BADPROPERTY

不明なプロパティー名です。

-105

DSJE_PROPNOTSUPPORTED

サポートされていないプロパティーで
す。

-106

DSJE_BADPROPVALUE

このプロパティーに対する無効な値で
す。

-107

DSJE_OSHVISIBLEFLAG

OSHVisible の値が取得できませんで
した。

-108

DSJE_BADENVVARNAME

環境変数名が無効です。

-109

DSJE_BADENVVARTYPE

環境変数タイプが無効です。

-110

DSJE_BADENVVARPROMPT

プロンプトが指定されていません。

-111

DSJE_READENVVARDEFNS

環境変数定義の読み取りに失敗しまし
た。

-112

DSJE_READENVVARVALUES

環境変数の値の読み取りに失敗しまし
た。
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表 3. 番号順の API エラー・コード (続き)
コード

エラー・トークン

説明

-113

DSJE_WRITEENVVARDEFNS

環境変数定義の書き込みに失敗しまし
た。

-114

DSJE_WRITEENVVARVALUES

環境変数の値の書き込みに失敗しまし
た。

-115

DSJE_DUPENVVARNAME

追加しようとした環境変数は既に存在
します。

-116

DSJE_BADENVVAR

環境変数が存在しません。

-117

DSJE_NOTUSERDEFINED

環境変数がユーザー定義されたもので
ないため、削除できません。

-118

DSJE_BADBOOLEANVALUE

ブール型の環境変数に無効な値が指定
されました。

-119

DSJE_BADNUMERICVALUE

整数型の環境変数に無効な値が指定さ
れました。

-120

DSJE_BADLISTVALUE

リスト型の環境変数に無効な値が指定
されました。

-121

DSJE_PXNOTINSTALLED

環境変数が、利用可能でないパラレ
ル・ジョブに固有のものです。

-122

DSJE_ISPARALLELLICENCED

パラレル・ジョブが利用可能かどうか
の判断に失敗しました。

-123

DSJE_ENCODEFAILED

暗号化された値のエンコードに失敗し
ました。

-124

DSJE_DELPROJFAILED

プロジェクト定義の削除に失敗しまし
た。

-125

DSJE_DELPROJFILESFAILED

プロジェクト・ファイルの削除に失敗
しました。

-126

DSJE_LISTSCHEDULEFAILED

プロジェクトのスケジューリングされ
たジョブのリストを取得できませんで
した。

-127

DSJE_CLEARSCHEDULEFAILED

プロジェクトのスケジュール済みジョ
ブを消去できませんでした。

-128

DSJE_BADPROJNAME

無効なプロジェクト名が指定されまし
た。

-129

DSJE_GETDEFAULTPATHFAILED

デフォルトのプロジェクト・ディレク
トリーが見つかりませんでした。

-130

DSJE_BADPROJLOCATION

無効なパス名が指定されました。

-131

DSJE_INVALIDPROJECTLOCATION

無効なパス名が指定されました。

-132

DSJE_OPENFAILED

UV.ACCOUNT ファイルを開けません
でした。

-133

DSJE_READUFAILED

プロジェクト作成ロック・レコードの
ロックに失敗しました。

-134

DSJE_ADDPROJECTBLOCKED

別のユーザーがプロジェクトを追加し
ています。

-135

DSJE_ADDPROJECTFAILED

プロジェクトの追加に失敗しました。
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表 3. 番号順の API エラー・コード (続き)
コード

エラー・トークン

説明

-136

DSJE_LICENSEPROJECTFAILED

プロジェクトにライセンスを与えられ
ませんでした。

-137

DSJE_RELEASEFAILED

プロジェクト作成ロック・レコードの
解除に失敗しました。

-138

DSJE_DELETEPROJECTBLOCKED

別のユーザーによりプロジェクトがロ
ックされています。

-139

DSJE_NOTAPROJECT

プロジェクトへのログインに失敗しま
した。

-140

DSJE_ACCOUNTPATHFAILED

アカウント・パスの取得に失敗しまし
た。

-141

DSJE_LOGTOFAILED

UV アカウントのログのへの書き込み
に失敗しました。

-201

DSJE_UNKNOWN_JOBNAME

指定されたジョブ名がプロジェクト内
で見つかりませんでした。

-1001

DSJE_NOMORE

フィルター基準に一致するすべてのイ
ベントが返されました。

-1002

DSJE_BADPROJECT

ProjectName が既知の InfoSphere
DataStage プロジェクトではありませ
ん。

-1003

DSJE_NO_DATASTAGE

システムに InfoSphere DataStage がイ
ンストールされていません。

-1004

DSJE_OPENFAIL

ジョブを開けませんでした。コンパイ
ルされていない可能性があります。

-1005

DSJE_NO_MEMORY

動的なメモリーの割り振りに失敗しま
した。

-1006

DSJE_SERVER_ERROR

エンジン内で、予期しないエラーまた
は不明なエラーが発生しました。

-1007

DSJE_NOT_AVAILABLE

要求された情報は見つかりませんでし
た。

-1008

DSJE_BAD_VERSION

エンジンは、このバージョンの
InfoSphere DataStage API をサポート
しません。

-1009

DSJE_INCOMPATIBLE_SERVER

エンジンのバージョンは、このバージ
ョンの InfoSphere DataStage API と
互換性がありません。

次の表に、下位通信層から返される可能性のあるいくつかの一般的なエラーを示し
ます。
表 4. API 通信レイヤーのエラー・コード
エラー番号

説明

39121

InfoSphere DataStage のライセンスは有効期限が切れてい
ます。

39134

InfoSphere DataStage のユーザー制限に達しました。
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表 4. API 通信レイヤーのエラー・コード (続き)
エラー番号

説明

80011

システム名が不正、またはユーザー名、パスワードが無効
です。

80019

パスワードの有効期限切れです。

InfoSphere DataStage BASIC インターフェース
InfoSphere DataStage BASIC 関数を使用して、さまざまなタスクを実行できます。
BASIC 関数は、ジョブ制御ルーチンで使用できます。ジョブ制御ルーチンは、ジョ
ブのプロパティーの一部として定義され、最初のジョブから他のジョブを実行して
制御できます。 一部の関数は、現在のジョブの状況情報の取得にも使用できます。
この種の関数は、アクティブ・ステージ式およびステージ前/後処理サブルーチンで
有効です。
表 5. BASIC 関数
目的

使用する関数

制御するジョブを指定する

DSAttachJob

制御するジョブのパラメーターを設定する

DSSetParam

制御するジョブの制限を設定する

DSSetJobLimit

ジョブの実行を要求する

DSRunJob

呼び出したジョブの完了を待機

DSWaitForJob

特定のパラレル・ステージから情報を取得す
る

DSGetCustInfo

現在のプロジェクトに関する情報を取得する

DSGetProjectInfo

被制御ジョブまたは現在のジョブに関する情
報を取得する

DSGetJobInfo

被制御ジョブまたは現在のジョブのステージ
に関する情報を取得する

DSGetStageInfo

被制御ジョブまたは現在のジョブのリンクに
関する情報を取得する

DSGetLinkInfo

被制御ジョブのパラメーターに関する情報を
取得する

DSGetParamInfo

ジョブ・ログからログ・イベントを取得する

DSGetLogEntry

メッセージ ID および呼び出し ID を含め、 DSGetLogEntryFull
ジョブ・ログからログ・イベントを取得する
指定したジョブ実行の呼び出しのログ・イベ
ント ID のリストを取得する

DSGetLogEventIds

指定した内容に関する複数のログ・イベント
をジョブ・ログから取得する

DSGetLogSummary

指定したタイプの最新のログ・イベントをジ
ョブ・ログから取得する

DSGetNewestLogId

別のジョブのジョブ・ログにイベントを記録
する

DSLogEvent
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表 5. BASIC 関数 (続き)
目的

使用する関数

被制御ジョブを停止する

DSStopJob

DSAttachJob から取得済みのジョブ・ハンド DSDetachJob
ルを返す
致命的エラー・メッセージをジョブのログ・
ファイルに記録し、ジョブを中断する

DSLogFatal

ジョブのログ・ファイルに情報メッセージを
記録します。

DSLogInfo

現在のジョブを制御するジョブのジョブ・ロ
グに情報メッセージを書き込む

DSLogToController

警告メッセージをジョブのログ・ファイルに
記録します。

DSLogWarn

アタッチされている有効なジョブについて、
その完全な状況を記述するストリングを生成
する

DSMakeJobReport

引数をメッセージ・テンプレートに挿入する

DSMakeMsg

ジョブが正しい状態で実行または検証される
ようにする

DSPrepareJob

システムのメール送信機能にアクセスする

DSSendMail

警告メッセージをジョブ・ログ・ファイルに
記録する

DSTransformError

ジョブ制御状況またはエラー・コードを説明
用のテキスト・メッセージに変換する

DSTranslateCode

指定したファイルが作成されるまで、あるい
は存在しなくなるまで、ジョブを中断しま
す。

DSWaitForFile

BASIC ルーチンが、VOC 内 (呼び出し可能
項目として) またはカタログ・スペース内で
カタログ化されているかどうかをチェックす
る

DSCheckRoutine

前/後処理サブルーチンから、DOS またはエ
ンジン・コマンドを実行します。

DSExecute

ジョブの完了時にジョブの状況メッセージを
終了メッセージとして返すように設定する

DSSetUserStatus

ジョブの実行時にオペレーショナル・メタデ
ータを生成するかどうかを指定する。 指定
すると、プロジェクトのデフォルト設定が上
書きされます。

DSSetGenerateOpMetaData

DSAttachJob
DSAttachJob 関数を使用して、ジョブ制御シーケンス内のジョブを実行できます。
この関数をジョブにアタッチすると、ジョブのアドレッシングに使用するハンドル
が返されます。特定のジョブに対して同時には 1 つのハンドルだけが開きます。
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構文
JobHandle = DSAttachJob (JobName, ErrorMode)

JobHandle には、戻り値を保持する変数の名前を指定します。この変数は、ほかの
関数やルーチンによるジョブの参照時に使われます。 この値は整数にはなりませ
ん。
JobName には、アタッチするジョブの名前を表すストリングを指定します。
ErrorMode には、ハンドルを使用するほかのルーチンが、エラーをどのようにレポ
ートするかを指定します。次のいずれかの値が使われます。
v DSJ.ERRFATAL 致命的なメッセージをログに記録し、制御する側のジョブを強制
終了させます (デフォルト)。
v DSJ.ERRWARNING 警告メッセージをログに記録し、そのまま続行します。
v DSJ.ERRNONE メッセージはログに記録されません。呼び出し側がすべての責任
を担います (ただし、DSAttachJob 自体の失敗はログに記録されます)。

備考
ジョブをそれ自身にアタッチすることはできません。
JobName パラメーターにジョブの正確なバージョンを指定する場合は、job%Reln.n.n
というフォーマットで指定します。job の最新のバージョンを指定する場合は、job
とだけ指定します。 制御する側のジョブ自体がリリースされている場合は、job の
最新バージョンが取得されます。 制御する側のジョブがまだ開発バージョンである
場合は、job の最新の開発バージョンが取得されます。

例
ジョブ Qsales のリリース 11 にアタッチする例を次に示します。
Qsales_handle = DSAttachJob ("Qsales%Rel1",
→ DSJ.ERRWARN)

DSCheckRoutine
DSCheckRoutine 関数を使用して、BASIC ルーチンが VOC 内 (呼び出し可能項目
として) またはカタログ・スペース内でカタログされているかどうか調べることが
できます。

構文
Found = DSCheckRoutine(RoutineName)

RoutineName には、検索する BASIC ルーチンの名前を指定します。
Found はブール値です。 RoutineName が検出されなかった場合は @False、検出さ
れた場合は @True となります。

例
rtn$ok = DSCheckRoutine("DSU.DSSendMail")
If(NOT(rtn$ok)) Then
* error handling here
End.
第 2 章 InfoSphere DataStage Development Kit (ジョブ制御インターフェース)

109

DSDetachJob
ジョブを制御する必要がなくなった場合は、DSDetachJob 機能を使用して、
DSAttachJob 関数で取得した JobHandle パラメーターを解放できます (これによっ
て、ほかのジョブがコントローラーになることができます)。この関数を呼び出す必
要は特にありません。制御する側のジョブが完了すると、アタッチされているジョ
ブは常に自動的にデタッチされます。

構文
ErrCode = DSDetachJob (JobHandle)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
ErrCode は、DSStopJob が正常に完了すれば 0、そうでない場合は次のようになり
ます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
DSJ.ME を閉じようと試みる場合にだけ、エラーの可能性があります。それ以外の
場合には、呼び出しは常に成功します。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales のハンドルが解除されます。
Deterr = DSDetachJob (qsales_handle)

DSExecute
DSExecute 機能を使用して、ステージ前処理サブルーチンまたはステージ後処理サ
ブルーチンから DOS、UNIX、またはエンジンのコマンドを実行できます。

構文
Call DSExecute (ShellType, Command, Output, SystemReturnCode)

ShellType (入力) には、実行するコマンドのタイプを指定します。NT、UNIX、また
は UV (エンジン用) を指定します。
Command (入力) には、実行するコマンドを指定します。 Command の実行時に、
入力が要求されないようにする必要があります。
Output (出力) には、コマンドからの出力を格納されます。 出力の各行はフィール
ド・マーク (@FM) で区切られます。 出力は、ジョブ・ログ・ファイルに情報メッ
セージとして追加されます。
SystemReturnCode (出力) には、コマンドが成功したかどうかを示すコードが格納さ
れます。 値 0 は、コマンドが正常に実行されたことを意味します。 値 1 (DOS
または UNIX のコマンドの場合) は、コマンドが見つからなかったことを示しま
す。 そのほかの値は、固有なコマンド終了コードです。

備考
変換から DSExecute を使用しないでください。ステージによって処理される行ごと
にコマンドを実行するとオーバーヘッドが発生し、ジョブの性能が低下します。
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DSGetCustInfo
DSGetCustInfo 関数を使用して、特定のパラレル・ステージの実行の最後に報告され
た情報を取得できます。収集して問い合わせに利用する情報は、デザイン時に指定
します。例えば、トランスフォーマー・ステージ情報は、Transformer ステージの
「プロパティー」ダイアログ・ボックスの「トリガー」タブで指定します。

構文
Result = DSGetCustInfo (JobHandle, StageName, CustInfoName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジ
ョブを参照する DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要
がある場合は、DSJ.ME にすることもできます。
CustInfoName は問い合わせ対象となる変数名です。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.CUSTINFOVALUE
DSJ.CUSTINFODESC
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.CUSTINFOVALUE ストリング - 指定した custinfo 項目の値です。
v DSJ.CUSTINFODESC ストリング - 指定した custinfo 項目の説明です。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。

v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
v DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出して
いません。
v DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しませ
ん。
v DSJE.BADCUSTINFO CustInfoName はジョブ上の custinfo 項目を参照していませ
ん。

DSGetJobInfo
DSGetJobInfo 関数を使用して、ジョブに関する情報を取得できます。この情報は、
一般的にはジョブ制御にも使用できます。DSGetJobInfo 関数では、JobHandle 変数
の値に応じて、現在のジョブまたは被制御ジョブを参照できます。

構文
Result = DSGetJobInfo (JobHandle, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジ
ョブを参照する DSJ.ME である場合もあります。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
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DSJ.JOBSTATUS
DSJ.JOBNAME
DSJ.JOBCONTROLLER
DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP
DSJ.JOBWAVENO
DSJ.PARAMLIST
DSJ.STAGELIST
DSJ.USERSTATUS
DSJ.JOBCONTROL
DSJ.JOBPID
DSJ.JPBLASTTIMESTAMP
DSJ.JOBINVOCATIONS
DSJ.JOBINTERIMSTATUS
DSJ.JOBINVOCATIONID
DSJ.JOBDESC
DSJ.JOBFULLDESC
DSJ.STAGELIST2
DSJ.JOBELAPSED
DSJ.JOBEOTCOUNT
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
DSJ.JOBRTISERVICE
DSJ.JOBMULTIINVOKABLE
DSJ.JOBFULLSTAGELIST
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.JOBSTATUS 整数: ジョブ全体の現在の状況。 返される状態は、現在、2 種
類あります。
1 つは、進行中のジョブを識別する以下の状況です。
DSJS.RESET ジョブは、リセット処理を完了しました。
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DSJS.RUNFAILED ジョブは通常の実行を完了しましたが、致命的エラーがありま
す。
DSJS.RUNNING ジョブ実行中 - ジョブが実際に実行中であることを示す状況は
これのみです。
第 2 に、実行していないジョブに対しては、次の状態が示されます。
DSJS.RUNOK ジョブは、警告なしで通常の実行を完了しました。
DSJS.RUNWARN ジョブは通常の実行を完了しましたが、警告があります。
DSJS.STOPPED ジョブは、オペレーターの介入により停止されました (実行タイ
プは不明です)。
DSJS.VALFAILED ジョブは、確認処理に失敗しました。
DSJS.VALOK ジョブは、警告なしで検証の実行を完了しました。
DSJS.VALWARN ジョブは検証の実行を完了しましたが、警告があります。
v DSJ.JOBNAME ストリング: ジョブ・ハンドルが指すジョブの実際の名前。
v DSJ.JOBCONTROLLER ストリング: ジョブ・ハンドルが指すジョブを制御する側
のジョブの名前。 それ自体が制御されているジョブによってジョブが制御されて
いる場合には、複数のジョブ名がピリオドで区切られることがあります。
v DSJ.JOBSTARTTIMESTAMP ストリング: YYYY-MM-DD hh:nn:ss 形式で表され
た、エンジン上でジョブが開始した日時。
v DSJ.JOBWAVENO 整数: 最後の実行または現在の実行のウェーブ番号。
v DSJ.PARAMLIST: パラメーター名のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.STAGELIST: アクティブなステージ名のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.USERSTATUS ストリング: ジョブの最後の DSSetUserStatus 呼び出しが最後
に記録したもの、そうでなければ、空ストリング。
v DSJ.JOBCONTROL 整数: 現在のジョブ制御状況。つまり、停止要求がジョブに対
して発行されたかどうか。
v DSJ. JOBPID 整数。 ジョブ・プロセス ID。
v DSJ.JOBLASTTIMESTAMP ストリング: YYYY-MM-DD HH:NN:SS 形式で表され
た、エンジン上でジョブの実行が最後に完了した日時。
v DSJ.JOBINVOCATIONS: 呼び出し ID のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.JOBINTERIMSTATUS: すべてのステージおよび制御される側のジョブを実行
したあとのジョブの状況が返されます。この時点で、ジョブの後処理のサブルー
チンは実行されていません。 (ジョブ後処理サブルーチンで、現在のジョブの状
況を取得するために使用します。)
v DSJ.JOBINVOCATIONID: 指定したジョブの呼び出し ID を返します。ジョブ・
デザイン時の DSJobInvocationId マクロで、ジョブを呼び出すための呼び出し ID
にアクセスするために使用します。
v DSJ.STAGELIST2: パッシブなステージ名のコンマ区切りリストが返されます。
v DSJ.JOBELAPSED ストリング: ジョブの秒単位の経過時間。
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v DSJ.JOBDESC ストリング: 「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボックスに指
定されたジョブ説明です。
v DSJ.JOBFULLDESSC ストリング: 「ジョブ・プロパティー」ダイアログ・ボック
スで指定される「詳細説明」。
v DSJ.JOBRTISERVICE 整数: Web サービス・ジョブの場合は true に設定されま
す。
v DSJ.JOBMULTIINVOKABLE 整数: ジョブが複数の呼び出しをサポートする場合
は true に設定されます。
v DSJ.JOBEOTCOUNT 整数: ジョブでこれまでに EndOfTransmission ブロックが処
理された回数。
v DSJ.JOBEOTTIMESTAMP タイム・スタンプ: このジョブによって処理された最後
の EndOfTransmission ブロックの日時。
v DSJ.FULLSTAGELIST: すべてのステージ名のリストがコンマで区切って返されま
す。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。
DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetJobInfo を
使用できます。 DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジョ
ブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales のジョブ状況を要求しています。
q_status = DSGetJobInfo(qsales_handle, DSJ.JOBSTATUS)

次のコマンドは、現在のジョブの実際の名前を要求します。
whatname = DSGetJobInfo (DSJ.ME, DSJ.JOBNAME)

DSGetLinkInfo
DSGetLinkInfo 関数を使用して、アクティブ・ステージのリンクに関する情報を取得
できます。この情報は、一般的にはジョブ制御にも使用できます。DSGetLinkInfo 関
数は、JobHandle 変数の値に応じて、被制御ジョブか現在のジョブか、どちらかを
参照する場合があります。

構文
Result = DSGetLinkInfo (JobHandle, StageName, LinkName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジ
ョブを参照する DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先アクティブ・ステージの名前です。 現在のステージを
参照する必要がある場合は、DSJ.ME にすることもできます。
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LinkName には、ステージにアタッチされているリンク (入力または出力) の名前を
指定します。 現在のリンクを参照する DSJ.ME を指定することもできます (例え
ば、リンク・コードから呼び出されたトランスフォーマー式または変換処理関数で
使用する場合)。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.LINKLASTERR
DSJ.LINKNAME
DSJ.LINKROWCOUNT
DSJ.LINKSQLSTATE
DSJ.LINKDBMSCODE
DSJ.LINKDESC
DSJ.LINKSTAGE
DSJ.INSTROWCOUNT
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.LINKLASTERR ストリング - 対象のリンクから報告された最新エラー・メッ
セージ (ある場合)。
v DSJ.LINKNAME ストリング - リンクの名前を返します。JobHandle =
DSJ.ME、StageName = DSJ.ME、および LinkName = DSJ.ME と組み合わせて、
独自の名前を検索する場合に便利です。
v DSJ.LINKROWCOUNT 整数 - これまでにリンクに渡された行の数。
v DSJ.LINKSQLSTATE - リンク上で発生した最後のエラーでの SQL の状態を示し
ます。
v DSJ.LINKDBMSCODE - リンク上で発生した最後のエラーでの DBMS コードを
示します。
v DSJ.LINKDESC - リンクの説明。
v DSJ.LINKSTAGE - リンク先のステージの名前。
v DSJ.INSTROWCOUNT - コンマで区切られた rowcount のリスト (パラレル・ジ
ョブのインスタンスごとに 1 つ)。
v DSJ.LINKEOTROWCOUNT - 最後の EndOfTransmission ブロック以降の行数で
す。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。

v

DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

v

DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しませ
ん。
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v

DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出して
いません。

v

DSJE.BADLINK LinkName が対象ステージの既知のリンクを参照していません。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetLinkInfo
を使用できます。 DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジ
ョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales の loader ステージで order_feed リンクに渡され
た行の数を要求しています。
link_status = DSGetLinkInfo(qsales_handle, "loader",
→ "order_feed", DSJ.LINKROWCOUNT)

DSGetLogEntry
DSGetLogEntry 関数を使用して、EventId という名前の特定のログ・イベントの完全
なイベント詳細を読み取ることができます。

構文
EventDetail = DSGetLogEntry (JobHandle, EventId)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventId には、詳細を取得したい特定のログ・イベントを表す整数を指定します。こ
れは、DSGetNewestLogId 関数を使用して取得されます。
EventDetail には、¥ 区切りのサブストリングを含んだストリングが返されます。次
のサブストリングが含まれています。
Substring1 タイム・スタンプ YYYY-MM-DD HH:NN:SS
Substring2 ユーザー情報
Substring3 イベント・タイプ - DSGetNewestLogId を参照
Substring4 イベント・メッセージ
エラーが発生すると、負の整数の結果コードを表す次のいずれかでエラーが報告さ
れます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADVALUE EventId へのアクセス・エラー

例
次のコマンドは、まず要求されたログ・イベントのイベント ID を取得して、次に
LatestLogid によって識別されたログ・イベントのすべてのイベント内容をストリン
グ LatestEventString に読み取ります。
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latestlogid =
→ DSGetNewestLogId(qsales_handle,DSJ.LOGANY)
LatestEventString =
→ DSGetLogEntry(qsales_handle,latestlogid)

DSGetLogEntryFull
DSGetLogEntryFull 関数を使用して、1 つのイベントについて、メッセージ ID およ
び呼び出し ID を含めた完全なイベント詳細を読み取ることができます。

構文
EventDetail = DSGetLogEntryFull (JobHandle, EventId)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventId には、詳細を取得したい特定のログ・イベントを表す整数を指定します。こ
れは、DSGetNewestLogId 関数を使用して取得されます。
EventDetail には、¥ 区切りのサブストリングを含んだストリングが返されます。次
のサブストリングが含まれています。
Substring1 タイム・スタンプ YYYY-MM-DD HH:NN:SS
Substring2 ユーザー情報
Substring3 イベント・タイプ - DSGetNewestLogId を参照
Substring4 イベント・メッセージ
Substring5 メッセージ ID
Substring6 呼び出し ID
エラーが発生すると、負の整数の結果コードを表す次のいずれかでエラーが報告さ
れます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADVALUE EventId へのアクセス・エラー

例
次のコマンドは、まず要求されたログ・イベントのイベント ID を取得して、次に
LatestLogid によって識別されたログ・イベントのすべてのイベント内容をストリン
グ LatestEventString に読み取ります。
latestlogid =
→ DSGetNewestLogId(qsales_handle,DSJ.LOGANY)
LatestEventString =
→ DSGetLogEntryFull(qsales_handle,latestlogid)

DSGetLogEventIds
DSGetLogEventIds 関数を使用して、ジョブ呼び出しの実行のログ・イベント ID の
リストを返すことができます。
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構文
IdList = DSGetLogEventIds (JobHandle, RunNumber, EventTypeFilter)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
RunNumber により、ジョブ呼び出しの実行を識別し、そのイベント ID を返しま
す。 通常、値ゼロで、最新のジョブ呼び出し実行の ID を要求します。 それより
前の実行について詳細を取得するには、負の値を指定します。最新実行の 1 回前の
実行に関する詳細を要求する場合は -1、さらにその前の実行に関する詳細の場合は
-2 というように指定します。 明示的な実行番号がわかっている場合、正の値で実
行番号を指定することで詳細を取得できます。
EventTypeFilter は、ID を返すイベント・ログ・エントリーの種類を制限します。
デフォルトでは、すべてのログ・エントリーの ID が返されます。 次のようにフィ
ルター・ストリングに文字を追加して、エントリーを制限できます。
I

情報

W

警告

F

致命的

S

開始イベントまたは終了イベント

B

バッチ・イベントまたは制御イベント

R

パージ・イベントまたはリセット・イベント

J

リジェクト・イベント

IdList は、要求されたログ・イベントを識別する正の整数のリストで返されます。
エラーが発生した場合、IdList は、今度は、負の整数として返され、その場合、対
応する以下のエラー・コードのいずれかを含みます。
DSJE.BADHANDLE
無効な JobHandle です。
DSJE.BADTYPE
EventTypeFilter が無効です。
DSJE.BADVALUE
RunNumber が無効です。

備考
この方式を使用するには、プログラムで、DSAttachJob を呼び出して、あらかじめ
ジョブ・ハンドルを取得しておく必要があります。
ジョブ呼び出しの実行番号は、そのジョブのコンパイル時にリセットされます。し
たがって、最新のジョブ・コンパイルより前に実行されたジョブのイベント ID を
取得する場合はこの方式を使用できません。
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DSGetLogSummary
DSGetLogSummary 関数を使用して、ログ・イベントの詳細のサマリーのリストを返
すことができます。返される詳細は、特定のフィルターの設定によって決まりま
す。フィルターは慎重に設定してください。場合によっては、返される情報の量が
多大になるおそれがあります。

構文
SummaryArray = DSGetLogSummary (JobHandle, EventType, StartTime, EndTime, MaxNumber)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventType はログに残されるイベントのタイプで、次のうちのいずれか 1 つです。
v DSJ.LOGINFO 情報メッセージ
v DSJ.LOGWARNING 警告メッセージ
v DSJ.LOGFATAL 致命的エラー
v DSJ.LOGREJECT リジェクト・リンクがアクティブ
v DSJ.LOGSTARTED ジョブ開始
v DSJ.LOGRESET ログのリセット
v DSJ.LOGANY 任意のカテゴリー (デフォルト)
StartTime は、YYYY-MM-DD HH:NN:SS または YYYY-MM-DD のフォーマットで指
定します。
EndTime は、YYYY-MM-DD HH:NN:SS または YYYY-MM-DD のフォーマットで指定
します。
MaxNumber には、返すイベントの最大数を整数で指定します。 0 は、制限を意味
しません。 この設定の使用には注意が必要です。
SummaryArray には、@FM でフィールドを区切った動的な配列を指定します。 各
フィールドは、¥ によって区切られる幾つかのサブストリングで構成されます。こ
のとき、各フィールドは、次のサブストリングを使用して個別イベントを表しま
す。
Substring1 DSGetLogEntry に対応する EventId
Substring2 タイム・スタンプ YYYY-MM-DD HH:NN:SS
Substring3 イベント・タイプ - DSGetNewestLogId を参照
Substring4 - n イベント・メッセージ
エラーが発生すると、負の整数の結果コードを表す次のいずれかでエラーが報告さ
れます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE 無効な EventType。
v DSJE.BADTIME 無効な StartTime または EndTime。
v DSJE.BADVALUE 無効な MaxNumber。
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例
次のコマンドは、1998 年 8 月 18 日と 1998 年 9 月 18 日の間に qsales ジョブ
に関して記録されたリジェクト・リンク・アクティブ・イベントの配列を最大
MAXREJ エントリー生成します。
RejEntries = DSGetLogSummary (qsales_handle,
→ DSJ.LOGREJECT, "1998-08-18 00:00:00", "1998-09-18
→ 00:00:00", MAXREJ)

DSGetNewestLogId
DSGetNewestLogId 関数を使用して、カテゴリー内の最終のログ・イベントの ID を
取得できます。

構文
EventId = DSGetNewestLogId (JobHandle, EventType)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventType はログに残されるイベントのタイプで、次のうちのいずれか 1 つです。
v DSJ.LOGINFO 情報メッセージ
v DSJ.LOGWARNING 警告メッセージ
v DSJ.LOGFATAL 致命的エラー
v DSJ.LOGREJECT リジェクト・リンクがアクティブ
v DSJ.LOGSTARTED ジョブ開始
v DSJ.LOGRESET ログのリセット
v DSJ.LOGANY 任意のカテゴリー (デフォルト)
EventId は、特定のログ・イベントを識別する正整数です。 エラーが発生した場
合、EventId は、今度は、負の整数として返され、その場合、対応する以下のエラ
ー・コードを含みます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE 無効な EventType。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales のログの中で最新の警告メッセージの ID を取得
しています。
Warnid = DSGetNewestLogId (qsales_handle,
→ DSJ.LOGWARNING)

DSGetParamInfo
DSGetParamInfo 関数を使用して、パラメーターに関する情報を取得できます。この
情報は、ジョブ制御のために使用できます。DSGetParamInfo 関数は、JobHandle 変
数の値に応じて、被制御ジョブか現在のジョブか、どちらかを参照する場合があり
ます。

構文
Result = DSGetParamInfo (JobHandle, ParamName, InfoType)
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JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジ
ョブを参照する DSJ.ME である場合もあります。
ParamName には、問い合わせるパラメーターの名前を指定します。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.PARAMDEFAULT
DSJ.PARAMHELPTEXT
DSJ.PARAMPROMPT
DSJ.PARAMTYPE
DSJ.PARAMVALUE
DSJ.PARAMDES.DEFAULT
DSJ.PARAMLISTVALUES
DSJ.PARAMDES.LISTVALUES
DSJ.PARAMPROMPT.AT.RUN
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.PARAMDEFAULT ストリング - 当該パラメーターの現行のデフォルト値。
DSJ.PARAMDES.DEFAULT も参照してください。
v DSJ.PARAMHELPTEXT ストリング - 対象となるパラメーターのヘルプ・テキス
トです (存在する場合だけ)。
v DSJ.PARAMPROMPT ストリング - 対象となるパラメーターのプロンプトです
(存在する場合だけ)。
v DSJ.PARAMTYPE 整数 - このパラメーターに設定されたすべての値に対して実
行する検証テストのタイプを示します。 次のいずれかです。
DSJ.PARAMTYPE.STRING
DSJ.PARAMTYPE.ENCRYPTED
DSJ.PARAMTYPE.INTEGER
DSJ.PARAMTYPE.FLOAT (パラメーターにピリオドおよび E が含まれる可能性
あり)
DSJ.PARAMTYPE.PATHNAME
DSJ.PARAMTYPE.LIST (タブで区切ったストリングでなければなりません)
DSJ.PARAMTYPE.DATE (YYYY-MM-DD フォーマットのストリング)
DSJ.PARAMTYPE.TIME (HH:MM の形式に従うストリング)
v DSJ.PARAMVALUE ストリング - 実行中のジョブまたは、ジョブが終了している
場合は最後に実行されたジョブのパラメーターの現行値。
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v DSJ.PARAMDES.DEFAULT ストリング - パラメーターの元のデフォルト値で
す。ジョブのインストール後にアドミニストレーターが変更した場合は、
DSJ.PARAMDEFAULT とは異なります。
v DSJ.PARAMLISTVALUES ストリング - パラメーターとして使用できる値のタブ
区切りリストです。 DSJ.PARAMDES.LISTVALUES も参照してください。
v DSJ.PARAMDES.LISTVALUES ストリング - パラメーターとして使用できる値の
元のタブ区切りリストです。ジョブのインストール後にアドミニストレーターが
変更した場合は、DSJ.PARAMLISTVALUES とは異なります。
v DSJ.PROMPT.AT.RUN ストリング - 1 の場合は、ジョブの実行時にパラメーター
の入力が要求されることを意味します。それ以外の場合は入力は要求されず、
DSJ.PARAMDEFAULT のストリングがそのまま使われます。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。
v DSJE.BADPARAM ParamName がジョブのパラメーター名ではない。
v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetParamInfo
を使用できます。 DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジ
ョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales の quarter パラメーターのデフォルト値を要求し
ています。
Qs_quarter = DSGetparamInfo(qsales_handle, "quarter",
→ DSJ.PARAMDEFAULT)

DSGetProjectInfo
DSGetProjectInfo 関数を使用して、現行プロジェクトに関する情報を取得できます。

構文
Result = DSGetProjectInfo (InfoType)

InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.JOBLIST
DSJ.PROJECTNAME
DSJ.HOSTNAME
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.JOBLIST ストリング - プロジェクトで認識されているすべてのジョブ名のコ
ンマ区切りリストです。ジョブがアタッチされているかどうかは関係ありませ
ん。
v DSJ.PROJECTNAME ストリング - 現在のジョブの名前です。

122

プログラマー・ガイド

v DSJ.HOSTNAME ストリング - 現在のプロジェクトが保持されているエンジンの
ホスト名です。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。

DSGetStageInfo
DSGetStageInfo 関数を使用して、ステージに関する情報を取得できます。この情報
は、ジョブ制御のために使用できます。 DSGetStageInfo 関数は、JobHandle 変数の
値に応じて、現在のジョブか非制御ジョブか、どちらかを参照できます。

構文
Result = DSGetStageInfo (JobHandle, StageName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジ
ョブを参照する DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要
がある場合は、DSJ.ME にすることもできます。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.LINKLIST
DSJ.STAGELASTERR
DSJ.STAGENAME
DSJ.STAGETYPE
DSJ.STAGEINROWNUM
DSJ.VARLIST
DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP
DSJ.STAGEENDTIMESTAMP
DSJ.STAGEDESC
DSJ.STAGEINST
DSJ.STAGECPU
DSJ.LINKTYPES
DSJ.STAGEELAPSED
DSJ.STAGEPID
DSJ.STAGESTATUS
DSJ.STAGEEOTCOUNT
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DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
DSJ.CUSTINFOLIST
DSJ.STAGEEOTSTART
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.LINKLIST - ステージ内のリンク名のコンマ区切りリストです。
v DSJ.STAGELASTERR ストリング - 対象となるステージのいずれかのリンクから
最後に報告されたエラー・メッセージを返します (存在する場合だけ)。
v DSJ.STAGENAME ストリング - JobHandle = DSJ.ME および StageName =
DSJ.ME と組み合わせて、独自の名前を検索する場合に便利です。
v DSJ.STAGETYPE ストリング - ステージ・タイプの名前
(「Transformer」、「BeforeJob」など) です。
v DSJ. STAGEINROWNUM 整数 - 一次リンクの入力行番号です。
v DSJ.VARLIST - ステージ変数名のコンマ区切りリストです。
v DSJ.STAGESTARTTIMESTAMP - ステージが実行を開始した日付および時刻。形
式は YYY-MM-DD HH:NN:SS.。
v DSJ.STAGEENDTIMESTAMP - d ステージが実行を終了した日付および時刻。形
式は YYY-MM-DD HH:NN:SS.。
v DSJ.STAGEDESC - ステージの説明。
v DSJ.STAGEINST - コンマで区切られたインスタンス ID のリスト (パラレル・ジ
ョブ)。
v DSJ.STAGECPU - 使用される CPU のパーセンテージ (整数)。
v DSJ.LINKTYPES - コンマで区切られたリンク・タイプのリスト。
v DSJ.STAGEELAPSED - 経過時間 (秒単位)。
v DSJ.STAGEPID - コンマで区切られたプロセス ID のリスト。
v DSJ.STAGESTATUS - ステージ状況。
v DSJ.STAGEEOTCOUNT - これまでにステージが EndOfTransmission ブロックを
処理した回数。
v DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP - ステージで EndOfTransmission ブロックを最後に
受け取った日付と時刻。
v DSJ.CUSTINFOLIST - ステージが生成したカスタム情報 (パラレル・ジョブ)
v DSJ.STAGEEOTSTART - 現在の EndOfTransmission ブロックの開始時の行数。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。
v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
v DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出して
いません。
v DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しませ
ん。
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備考
被制御ジョブを参照する場合、DSRunJob の発行前または発行後に DSGetStageInfo
を使用できます。 DSRunJob の呼び出しが成功したあとに返される状態は、そのジ
ョブ実行に確実に関連づけられます。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales の loader ステージの最後のエラー・メッセージ
を要求しています。
stage_status = DSGetStageInfo(qsales_handle, "loader",
→ DSJ.STAGELASTERR)

DSGetVarInfo
DSGetVarInfo 関数を使用して、トランスフォーマー・ステージで使用される変数に
関する情報を取得できます。

構文
Result = DSGetVarInfo (JobHandle, StageName, VarName, InfoType)

JobHandle は、DSAttachJob から派生したジョブのハンドルです。または、現在のジ
ョブを参照する DSJ.ME である場合もあります。
StageName は、問い合わせ先ステージの名前です。 現在のステージを参照する必要
がある場合は、DSJ.ME にすることもできます。
VarName は問い合せ対象となる変数名です。
InfoType には必要な情報を指定します。次のいずれか 1 つを指定します。
DSJ.VARVALUE
DSJ.VARDESCRIPTION
Result は、指定された InfoType によって、次のように異なります。
v DSJ.VARVALUE ストリング - 指定した変数の値。
v DSJ.VARDESCRIPTION ストリング - 指定した変数の説明。
Result は、次のエラー状況を返すこともあります。
v

DSJE.BADHANDLE JobHandle が無効。

v DSJE.BADTYPE InfoType が認識されていない。
v DSJE.NOTINSTAGE StageName は DSJ.ME ですが、ステージ上から呼び出して
いません。
v DSJE.BADVAR VarName が認識されていない。
v DSJE.BADSTAGE StageName で参照しているステージがジョブ内に存在しませ
ん。
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DSLogEvent
DSLogEvent 関数を使用して、現在のジョブ以外のジョブに対するイベント・メッセ
ージをログに記録できます。(現在のジョブに対するイベント・メッセージをログに
記録するには、DSLogInfo、DSLogFatal、または DSLogWarn のいずれかの関数を使
用します。)

構文
ErrCode = DSLogEvent (JobHandle, EventType, EventMsg)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
EventType はログに残されるイベントのタイプで、次のうちのいずれか 1 つです。
v DSJ.LOGINFO 情報メッセージ
v DSJ.LOGWARNING 警告メッセージ
EventMsg には、イベント・メッセージのストリングを指定します。
ErrCode が 0 の場合には、エラーが発生していません。 1 以外の場合には、次の
エラーのいずれかが発生しています。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE 無効な EventType。致命的なメッセージは、別のジョブのログに
格納できません。

例
ジョブ msales に含まれる次のコマンドでは、「monthly sales complete」というメッ
セージをジョブ qsales のログに追加しています。
Logerror = DsLogEvent (qsales_handle, DSJ.LOGINFO,
→ "monthly sales complete")

DSLogFatal
DSLogFatal 関数を使用して、致命的エラー・メッセージをジョブのログ・ファイル
に記録し、ジョブを終了できます。

構文
Call DSLogFatal (Message, CallingProgName)

Message (入力) は、記録しておく警告メッセージです。 Message の前には自動的
に、現在のステージの名前と、呼び出し側の前 / 後処理サブルーチンの名前が付け
られます。
CallingProgName (入力) には、DSLogFatal サブルーチンを呼び出す前 / 後処理サブ
ルーチンの名前を指定します。

備考
DSLogFatal は、ジョブ・ログ・ファイルに致命的なエラー・メッセージを書き込
み、ジョブを異常終了します。 DSLogFatal は、呼び出し側の前/後処理サブルーチ

126

プログラマー・ガイド

ンに戻らないため、使用する場合には注意が必要です 。重大なエラーによってジョ
ブが中止する場合には、再実行前に Director クライアントを使用してそのジョブを
リセットする必要があります。
前/後処理サブルーチンでは、(DSLogWarn を使用して) 警告メッセージをログに記
録し、ゼロ以外のエラー・コードで終了することをお勧めします。これにより、
InfoSphere DataStage はジョブを適切に停止できます。
DSLogFatal は、変換処理では使用できません。 代わりに DSTransformError を使用
してください。

例
Call DSLogFatal("Cannot open file", "MyRoutine")

DSLogInfo
DSLogInfo 関数を使用して、情報メッセージをジョブのログ・ファイルに記録でき
ます。

構文
Call DSLogInfo (Message, CallingProgName)

Message (入力) には、ログに記録する情報メッセージを指定します。 Message の先
頭には、現在のステージと呼び出し側のプログラムの名前が自動的に挿入されま
す。
CallingProgName (入力) は、DSLogInfo サブルーチンを呼び出す変換または前/後処
理サブルーチンの名前です。

備考
DSLogInfo は、ジョブ・ログ・ファイルに情報メッセージとしてメッセージ・テキ
ストを書き込み、呼び出し側のルーチンまたは変換に戻ります。 リポジトリーで新
しく作成したルーチンのテスト段階に DSLogInfo を呼び出すと、結果ウィンドウに
二つの引数が表示されます。
情報メッセージは、ジョブ・ログ・ファイルに無制限に書き込むことができます。
ただし、多くのメッセージが生成されると、ジョブの実行速度が低下し、Director
クライアントによるジョブ・ログ・ファイルの表示に時間がかかります。

例
Call DSLogInfo("Transforming: ":Arg1, "MyTransform")

DSLogToController
DSLogToController 関数を使用して、別のジョブを制御しているジョブのログ・ファ
イルに情報メッセージを書き込むことができます。

構文
Call DSLogToController(MsgString)
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MsgString には、ログに記録するテキストを指定します。 ログ・イベントのタイプ
は情報です。

備考
現在のジョブが制御下にない場合、メッセージを表示せずに終了します。

例
Call DSLogToController("This is logged to parent")

DSLogWarn
DSLogWarn 関数を使用して、警告メッセージをジョブのログ・ファイルに記録でき
ます。

構文
Call DSLogWarn (Message, CallingProgName)

Message (入力) は、記録しておく警告メッセージです。 Message の前には自動的
に、現在のステージの名前と、呼び出し側の前 / 後処理サブルーチンの名前が付け
られます。
CallingProgName (入力) には、DSLogWarn サブルーチンを呼び出す前 / 後処理サ
ブルーチンの名前を指定します。

備考
DSLogWarn は、警告としてジョブ・ログ・ファイルにメッセージを書き込み、呼び
出し側の前/後処理サブルーチンに戻ります。 ジョブに警告回数の上限が定義されて
いる場合、警告の回数が上限に達すると、呼び出しは返されずにジョブが中止され
ます。
DSLogWarn は、変換処理では使用しません。代わりに DSTransformError を使用し
てください。

例
If InputArg > 100 Then
Call DSLogWarn("Input must be =< 100; received
":InputArg,"MyRoutine")
End Else
* Carry on processing unless the job aborts
End

DSMakeJobReport
DSMakeJobReport 関数を使用して、アタッチされている有効なジョブについて、そ
の完全な状況を説明するレポートを生成できます。

構文
ReportText = DSMakeJobReport(JobHandle, ReportLevel, LineSeparator)

JobHandle には、DSAttachJob で取得したストリングを指定します。
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ReportLevel はレポートのタイプを指定します。次のうちのいずれか 1 つになりま
す。
v 0 - 基本的なレポート。 開始/終了時刻、経過時間、およびジョブの状況を含むテ
キスト・ストリング。
v 1 - ステージ / リンクの詳細。 基本的なレポートと同じですが、ジョブ内の個別
のステージとリンクに関する情報も含みます。
v 2 - XML レポート全体を含んでいるテキスト・ストリング。
デフォルトでは、生成された XML には <?xml-stylesheet?> 処理命令は含まれませ
ん。 スタイルシートが必要な場合は、 ReportLevel に 2 を指定し、必要なスタイ
ルシートの URL の名前を付加して「2;styleSheetURL」のように設定します。これ
により、生成済みの XML に次のような形式で処理命令が挿入されます。
<?xml-stylesheet type=text/xsl" href="styleSheetURL"?>

LineSeparator には、レポートで改行に使用する文字を指定します。 認識される特別
な値は次のとおりです。
v "CRLF" => CHAR(13):CHAR(10)
v "LF" => CHAR(10)
v "CR" => CHAR(13)
デフォルトは、Windows の場合は CRLF、それ以外の場合は LF です。

備考
指定したジョブ・ハンドルが無効な場合やエラーが発生した場合は、レポート・テ
キストに情報が追加されます。

例
h$ = DSAttachJob("MyJob", DSJ.ERRNONE)
rpt$ = DSMakeJobReport(h$,0,"CRLF")

DSMakeMsg
DSMakeMsg 関数を使用して、引数をメッセージ・テンプレートに挿入できます。
オプションで、この関数を使用して、標準 InfoSphere DataStage メッセージ・ファ
イル内でテンプレート ID をルックアップし、返されたメッセージ・テンプレート
をルーチンで指定されたテンプレートの代わりに使用することができます。

構文
FullText = DSMakeMsg(Template, ArgList)

FullText には、パラメーターを置換したフル・テキストのメッセージが返されま
す。
Template には、%1、%2 などのメッセージ・テンプレートを指定します。このテン
プレートが、ArgList の対応する位置の値で置換されます。 テンプレート・ストリ
ングが数字で始まり、その後に「¥」が続いている場合は、 InfoSphere DataStage メ
ッセージ・ファイル内でルックアップするメッセージ ID の一部とみなされます。
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お願い: 引数トークンの次に [E] がある場合、この引数の値はジョブ制御エラー・
コードと仮定され、その説明が [E] の場所に挿入されます。 (DSTranslateCode 関数
を参照してください)。
ArgList には、置換に使用する引数を各フィールドに格納した動的な配列を指定しま
す。

備考
このルーチンは、JobSequence Generator によって生成されたジョブ制御コードから
呼び出します。
また、メッセージ・テキスト内のローカル・ジョブ・パラメーターの置換も実行し
ます。 つまり、ジョブ内で呼び出された場合、「#xyz#」などのサブストリングを
検索して、「xyz」というジョブ・パラメーターの値で置き換えます。

例
t$ = DSMakeMsg("Error calling DSAttachJob(%1)<L>%2",
→jb$:@FM:DSGetLastErrorMsg())

DSPrepareJob
DSPrepareJob 関数を使用して、コンパイル済みジョブが正しい状態で実行または検
証されるようにします。

構文
JobHandle = DSPrepareJob(JobHandle)

JobHandle は、DSAttachJob() によって返される、準備対象ジョブのハンドルです。
JobHandle は、既に存在するものでも、新しく作成するものでもかまいません。 0
が返された場合は、エラーが発生しており、メッセージがログに記録されます。

例
h$ = DSPrepareJob(h$)

DSRunJob
DSRunJob 関数を使用して、ジョブの実行を開始できます。この呼び出しは非同期
です。要求はランタイム・エンジンに渡されますが、その進行状況は通知されませ
ん。

構文
ErrCode = DSRunJob (JobHandle, RunMode)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
RunMode には、ジョブを実行するモードの名前を指定します。次のモードを指定で
きます。
v DSJ.RUNNORMAL (デフォルト) 標準的なジョブの実行
v DSJ.RUNRESET ジョブのリセットを実行
v DSJ.RUNVALIDATE ジョブの検証だけを実行
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v DSJ.RUNRESTART オリジナル・ジョブ・パラメーター値を使用して、再開可能
ジョブ・シーケンスを再開
DSRunJob が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の
負の整数のいずれかが返されます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADSTATE ジョブが正しい状態ではない (コンパイル済み、実行はされて
いない)。
v DSJE.BADTYPE RunMode が無効

備考
制御ジョブが検証モードで実行している場合、DSRunJob の呼び出しは、すべて実
際の設定に関係なく、RunMode が DSJ.RUNVALIDATE であるかのように処理され
ます。
検証モードのジョブでは、前 / 後処理ルーチンの場合と同様、JobControl ルーチン
が存在するかどうかを確認し、存在する場合はこれを実行します。 これによって、
どのジョブが検証モードで開始されたかがログに記録されます。
DSRunJob の呼び出しのあと、被制御ジョブのハンドルはリセットされます。 同じ
ジョブの再実行を要求する場合には、DSDetachJob と DSAttachJob を使用して、新
しいハンドルをセットします。 また、DSWaitForJob も使用する必要があります。
実行中のジョブにはアタッチできないからです。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales を標準モードで開始しています。
RunErr = DSRunJob(qsales_handle, DSJ.RUNNORMAL)

DSSendMail
DSSendMail 関数は、sendmail プログラムとのインターフェースとして使用できま
す。sendmail プログラムは、(エンジン層ホスト上の) 現行ユーザーの検索パス内の
どこかに存在していることが前提です。この関数によって、各種の sendmail プログ
ラムに対する呼び出しインターフェースの違いを隠し、テキストを送信するための
シンプルなインターフェースを提供できます。

構文
Reply = DSSendMail(Parameters)

Parameters は、マーク文字または「¥n」で区切られた、名前:値パラメーターのセッ
トです。
現時点で認識される名前は次のとおりです (大/小文字は区別されません)。
v "From" 送信者のメール・アドレス (Me@SomeWhere.com など)。
ローカル・テンプレート・ファイルに "%from%" トークンが含まれていない場合
にのみ、ブランクのままにできます。
v "To" 受信者のメール・アドレス (You@ElseWhere.com など)。
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ローカル・テンプレート・ファイルに "%to%" トークンが含まれていない場合に
のみ、ブランクのままにできます。
v "Subject" メッセージの件名行に書き込む内容。
"%subject%" トークンを参照します。 "" のままにすると、 "From InfoSphere
DataStage job: jobname" のようなフォーマットで標準の件名行が作成されます。
v "Server" メール送信に使用されるホストの名前
SMTP ホスト名を外部的に設定できるシステム (UNIX など) では省略できま
す。その場合、ローカルのテンプレート・ファイルはおそらく "%server%" トー
クンを含みません。
v "Body" メッセージ本文。
省略可能です。 空のメッセージが送信されます。 このパラメーターを使用する
場合は、"¥n" で改行してメッセージに複数行を取り込めるよう、これを最後に指
定する必要があります。 "%body%" トークンを参照します。
注: 本文のテキスト中に、"%report%" または "%fullreport%" のトークンを含める
こともできます。これにより、その位置に、現在のジョブ状況のレポートが挿入
されます。 完全なレポート (%fullreport%) には、ジョブ状況に加えて、ステージ
とリンクの情報も含まれます。
Reply は、 可能な返信は次のとおりです。
v DSJE.NOERROR (0) OK
v DSJE.NOPARAM パラメーター名がありません - フィールドは 'name:value' 形式
でないようです。
v DSJE.NOTEMPLATE テンプレート・ファイルが見つかりません。
v DSJE.BADTEMPLATE テンプレート・ファイルにエラーがあります。

備考
このルーチンでは、現在のプロジェクト・ディレクトリー内で、一般的な名前でロ
ーカルのテンプレート・ファイルを検索します。 このテンプレート・ファイルに
は、ローカルのメール送信コマンドをどのように実行するかが記述されています。

例
code = DSSendMail("From:me@here¥nTo:You@there¥nSubject:Hi ya¥nBody:Line1¥nLine2")

DSSetDisableJobHandler
DSSetDisableJobHandler 関数を使用して、ジョブ・レベルのメッセージ処理を使用可
能または使用不可に設定できます。

構文
ErrCode = DSSetDisableJobHandler (JobHandle, value)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブのハンドルです。
value を TRUE にするとジョブ・レベルのメッセージ処理を使用不可に設定しま
す。FALSE で使用可能に設定します。
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ErrCode は、DSSetDisableJobHandler が正常終了すると 0 で、それ以外の場合は、
次の負の整数のいずれかになります。
v DSJE.BADHANDLE: JobHandle が無効です。
v DSJE.BADVALUE: value がそのパラメーター・タイプに対して適切ではありませ
ん。

例
次のコマンドは qsales ジョブのジョブ・レベルのメッセージ処理を使用不可に設定
します。
GenErr = DSSetDisableJobHandler (qsales_handle, TRUE)

DSSetDisableProjectHandler
DSSetDisableProjectHandler 関数を使用して、プロジェクト・レベルのメッセージ処
理を使用可能または使用不可に設定できます。

構文
ErrCode = DSSetDisableProjectHandler (ProjectHandle, value)

ProjectHandle は DSOpenProject が返す値です。
value を TRUE にするとプロジェクト・レベルのメッセージ処理を使用不可に設定
します。FALSE で使用可能に設定します。
ErrCode は、DSSetDisableProjectHandler が正常終了すると 0 で、それ以外の場合
は、次の負の整数のいずれかになります。
v DSJE.BADHANDLE: ProjectHandle が無効です。
v DSJE.BADVALUE: value がそのパラメーター・タイプに対して適切ではありませ
ん。

例
次のコマンドは qsales プロジェクトのプロジェクト・レベルのメッセージ処理を使
用不可に設定します。
GenErr = DSSetDisableProjectHandler (qsales_handle, TRUE)

DSSetGenerateOpMetaData
DSSetGenerateOpMetaData 関数を使用して、ジョブでオペレーショナル・メタデー
タを生成するかどうかを指定できます。この関数により、プロジェクトのデフォル
ト設定がオーバーライドされます。

構文
ErrCode = DSSetGenerateOpMetaData (JobHandle, value)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
value に TRUE を指定すると、処理メタデータが生成されます。FALSE を指定す
ると生成されません。
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DSRunJob が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の
負の整数のいずれかが返されます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。
v DSJE.BADTYPE value が正しくない

例
次のコマンドで、ジョブ qsales はプロジェクトのデフォルト設定を無視して処理メ
タデータを生成します。
GenErr = DSSetGenerateOpMetaData(qsales_handle, TRUE)

DSSetJobLimit
DSSetJobLimit 関数を使用して、制御する側のジョブの行制限または警告制限をオー
バーライドできます。デフォルトでは、制御する側のジョブの行制限および警告制
限は、制御される側のジョブによって継承されます。

構文
ErrCode = DSSetJobLimit (JobHandle, LimitType, LimitValue)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
LimitType には、実行しているジョブに適用する制限の名前を指定します。次の制限
を指定できます。
v DSJ.LIMITWARN LimitValue 警告イベントのあとでジョブが停止します。
v DSJ.LIMITROWS ステージが LimitValue に指定した行に制限されます。
LimitValue には、制限を設定する値を整数で指定します。 無制限の警告を指定する
には、0 を設定してください。
DSSetJobLimit が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次
の負の整数のいずれかが返されます。
v DSJE.BADHANDLE: JobHandle が無効です。
v DSJE.BADSTATE ジョブが正しい状態ではない (コンパイル済み、実行はされて
いない)。
v DSJE.BADTYPE LimitType は、既知の制限条件ではありません。
v DSJE.BADVALUE LimitValue は、制限条件種別として不適切です。

例
次のコマンドでは、警告が 10 個発生するとジョブ qsales が停止するように設定し
ています。
LimitErr = DSSetJobLimit(qsales_handle,
→ DSJ.LIMITWARN, 10)

DSSetJobQueue
ジョブの実行前のワークロード管理キューを設定します。
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構文
DSSetJobQueue (ErrCode, JobHandle, QueueName)

ErrCode は、以下のいずれかの値に設定されます。
v DSSetJobQueue が成功だった場合、値は DSJE.NOERROR です。
v JobHandle が無効だった場合、値は DSJE.BADHANDLE です。
JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
QueueName は、ジョブをサブミットするためのワークロード管理キューの名前で
す。

例
以下のコマンドにより、HighCPUClass にワークロード管理キューを設定します。
Call DSSetJobQueue(ErrCode, qsales_handle, "HighCPUClass")

DSSetParam
DSSetParam 関数を使用して、ジョブを実行する前にジョブ・パラメーター値を指定
できます。設定されていないパラメーターにはデフォルト値が使用されます。

構文
ErrCode = DSSetParam (JobHandle, ParamName, ParamValue)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
ParamName には、パラメーターの名前として設定するストリングを指定します。
ParamValue には、パラメーターの値として設定するストリングを指定します。
DSSetParam が成功すると ErrCode として 0 が返されます。失敗した場合は、次の
負の整数のいずれかが返されます。
v DSJE.BADHANDLE: JobHandle が無効です。
v DSJE.BADSTATE ジョブが正しい状態ではない (コンパイル済み、実行はされて
いない)。
v DSJE.BADPARAM ParamName に指定したパラメーターがジョブ内に存在しない
v DSJE.BADVALUE ParamValue が、指定したパラメーター・タイプに対して適切
でない

例 1
次のコマンドでは、ジョブ qsales の quarter パラメーターを 1 に、startdate パラメ
ーターを 1/1/97 に設定しています。
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "quarter", "1")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "startdate", "1997-01-01")

例 2
この例では、ジョブ qsales で PS1 というパラメーター・セットを使用します。こ
のパラメーター・セットには、2 つのパラメーター P1 および P2 が含まれてい
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て、デフォルト値はそれぞれ P1def および P2def です。このパラメーター・セッ
トに対して、値セット VSetA が定義されていて、P1 および P2 の値はそれぞれ
P1A および P2A です。
デフォルトでは、ジョブは、パラメーター・セット PS1 からのデフォルト値を使用
します。この場合、使用されるパラメーター値は、P1=P1def および P2=P2def で
す。
次のコマンドでは、値セット VSetA からパラメーターの値を設定します。この場
合、使用されるパラメーター値は、P1=P1A および P2=P2A です。
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1", "VsetA")

次のコマンドでは、値セット VSetA からパラメーターの値を設定し、パラメーター
P2 の値を値 P2X でオーバーライドします。この場合、使用されるパラメーター値
は P1=P1A および P2=P2X です。
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1", "VsetA")
paramerr = DSSetParam (qsales_handle, "PS1.P2", "P2x")

DSSetUserStatus
DSSetUserStatus ルーチンを使用して、別のジョブからの問い合わせに対する完了コ
ードを設定できます。このルーチンは現在のジョブのみに適用され、JobHandle パ
ラメーターはとりません。
このルーチンは、JobControl ルーチンまたは After ルーチン内の任意のジョブで使
用でき、別のジョブからの問い合わせに対して完了コードを設定できます。事実、
このコードは、ジョブの任意の個所で使用でき、最後の設定が任意の時点で適用さ
れます。 ジョブの実際の終了コードを正確に取得するためには、あらかじめ呼び出
し側で DSWaitForJob および DSGetJobInfo を使用して正常な終了状況を確認してお
きます。
エラーがないため、次のルーチンは、関数ではなく、サブルーチンとして定義され
ます。

構文
Call DSSetUserStatus (UserStatus)

UserStatus ストリングは、ユーザーが定義した任意の終了メッセージです。 このス
トリングは、呼び出し側のジョブのログに適切な「制御」イベントの一部として記
録され、DSGetJobInfo で取得するためのストリングとして格納されます。それ以前
に格納されていたストリングは上書きされます。
このストリングとして負の整数を指定することはできません。指定した場合は、
DSGetJobInfo の内部エラーと区別できなくなるおそれがあります。

例
次のコマンドでは、「sales job done」の終了コードを設定しています。
Call DSSetUserStatus("sales job done")
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DSStopJob
DSStopJob 関数を使用して、ランタイム・エンジンに直ちに停止要求を送ることが
できます。この関数は、DSRunJob を発行した後でのみ使用します。
呼び出しは非同期です。 ジョブが実際に停止したことを確認する場合には、
DSWaitForJob を呼び出すか、Sleep ステートメントを使用して DSGetJobStatus を監
視する必要があります。 停止要求が、ジョブの現在の状況に関係なく送信されま
す。

構文
ErrCode = DSStopJob (JobHandle)

JobHandle は、DSAttachJob から取得したジョブへのハンドルです。
ErrCode は、DSStopJob が正常に完了すれば 0、そうでない場合は次のようになり
ます。
v DSJE.BADHANDLE 無効な JobHandle です。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales に対して停止要求を送信しています。
stoperr = DSStopJob(qsales_handle)

DSTransformError
DSTransformerError 関数を使用して、警告メッセージをジョブ・ログ・ファイルに
記録できます。この関数は、変換処理からだけ呼び出せます。

構文
Call DSTransformError (Message, TransformName)

Message (入力) は、記録しておく警告メッセージです。 Message の先頭には、現在
のステージと呼び出し側の変換処理の名前が自動的に挿入されます。
TransformName (入力) には、DSTransformError サブルーチンを呼び出す変換処理の
名前を指定します。

備考
DSTransformError は、警告としてメッセージ、そのほかの情報をジョブ・ログ・フ
ァイルに書き込み、変換処理に返します。 ジョブに警告回数の上限が定義されてい
る場合、警告の回数が上限に達すると、呼び出しは返されずにジョブが中止されま
す。
警告メッセージに加えて、DSTransformError は、現在のステージに接続されている
すべての入力と出力のリンクに関して、現在の行に含まれるすべての列の値を記録
します。

例
Function MySqrt(Arg1)
If Arg1 < 0 Then
Call DSTransformError("Negative value:"Arg1, "MySqrt")
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Return("0")
;*transform produces 0 in this case
End
Result = Sqrt(Arg1) ;* else return the square root
Return(Result)

DSTranslateCode
DSTranslateCode 関数を使用して、ジョブ制御状況またはエラー・コードを説明用の
テキスト・メッセージに変換できます。

構文
Ans = DSTranslateCode(Code)

Code は、次のように評価されます。
v

Code > 0 の場合、ジョブ状況として評価されます。

v

Code < 0 の場合、エラー・コードとして評価されます。

v

(0 は指定しないようにしてください。指定した場合は「no error」が返されま
す。)

Ans には、コードに関連づけられたメッセージが返されます。

備考
Code が認識されない場合は、Ans にレポートされます。

例
code$ = DSGetLastErrorMsg()
ans$ = DSTranslateCode(code$)

DSWaitForFile
DSWaitForFile 関数を使用して、指定されたファイルが作成されるまで、または存在
しなくなるまで、ジョブを中断できます。

構文
Reply = DSWaitForFile(Parameters)

Parameters には、待機するファイルのフルパスを指定します。 パスが有効であるか
どうか (指定したパス内すべてのディレクトリーが存在するかどうか、など) は確認
されません。 パス名の先頭に「-」というフラグを付けると、パスが存在しないか
どうかが確認されます。 このフラグは、パス名の一部ではありません。
パラメーターは「timeout:NNNN」または「timeout=NNNN」) という形式で終わるこ
ともできます。これは、待機するのをやめるまでのデフォルト以外の時間を示しま
す。 幾つかの形式で指定できます (大文字小文字は区別しません)。
v nnn 待機する秒数 (現時点から)
v nnnS 同上
v nnnM 待機する分数 (現時点から)
v nnnH 待機する時間数 (現時点から)
v nn:nn:nn 待機の制限時刻 (24 時間表記の HH:MM:SS)。 この時間または nn:nn
時間が過ぎている場合は、次の日まで待ちます。
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デフォルトのタイムアウトは「12H」と同じです。
オプションとして、この形式の最後に「/nn」を付加できます。これはポーリング遅
延時間の秒数です。省略した場合、デフォルトのポーリング時間が使われます。
Reply は次のいずれかになります。
v DSJE.NOERROR (0) OK - フラグに応じて、ファイルが存在することまたは存在
しないことが確認される
v DSJE.BADTIME タイムアウトのフォーマットが無効
v DSJE.NOFILEPATH ファイル・パスが見つからない
v DSJE.TIMEOUT タイムアウト

例
Reply = DSWaitForFile("C:¥ftp¥incoming.txt timeout:2H")

(C: の指定ファイルが作成されるまで 7200 秒間待機します)
Reply = DSWaitForFile("-incoming.txt timeout=15:00")

(ローカル・ディレクトリーのファイルが存在しなくなるのを午後 3 時まで待ちま
す)
Reply = DSWaitForFile("incoming.txt timeout:3600/60")

(ローカル・ディレクトリー内の指定ファイルが作成されるまで 1 時間待機しま
す。1 分に一度、存在を確認します。)

DSWaitForJob
DSWaitForJob 関数を使用して、処理が次の BASIC ステートメントに継続する前
に、ジョブ (1 つでも複数でも可) を待機させることができます。
現在のジョブが特定の JobHandle で DSRunJob を発行した場合にだけ、この関数が
有効です。 ハンドルがリストにあるいずれかのジョブが終了している場合、
DSWaitForJob 関数は即時に値を返します。 どのジョブも終了していない場合、
DSWaitForJob 関数は、いずれかのジョブが終了するとすぐに値を返します。

構文
ErrCode = DSWaitForJob (JobHandle)

JobHandle には、DSAttachJob で取得したストリングを指定します。 コンマが含ま
れている場合、JobHandle は一連のコンマ区切りのジョブ・ハンドルで、待機する
複数のジョブのリストを示します。
ErrCode には、エラーがなければ 0 が、エラーがあればそのエラー・コード (<0)
が返されます。
v DSJE.BADHANDLE ジョブ・ハンドルが無効
v DSJE.WRONGJOB このジョブ・ハンドルのジョブは、このジョブからは実行され
ていない
ErrCode が >0 の場合は、複数ジョブを待っている状態で完了したジョブのハンド
ルです。
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備考
DSWaitForJob は、単一ジョブか複数ジョブのいずれかを待機します。

例
次のコマンドでは、ジョブ qsales を待機しています。
WaitErr = DSWaitForJob(qsales_handle)

ジョブ状況のマクロ
JOBCONTROL.H ファイルで提供されるマクロを使用して、現在のジョブ、および現在
のジョブに属しているリンクやステージに関する情報を取得できます。
JOBCONTROL.H ファイルで提供されるマクロは、DSJ.ME トークンを JobHandle と
して InfoSphere DataStage BASIC の DSGetProjectInfo、DSGetJobInfo、
DSGetStageInfo、および DSGetLinkInfo の各関数を使用する機能を提供するもの
で、すべてのアクティブ・ステージおよび前/後処理サブルーチンで使用できます。
マクロは、DSGet...Info 関数の有効な InfoType 引数すべてに対してこの機能を提供
します。
使用できるマクロは次のとおりです。
v DSHostName
v DSProjectName
v DSJobStatus
v DSJobName
v DSJobController
v DSJobStartDate
v DSJobStartTime
v DSJobWaveNo
v DSJobInvocations
v DSJobInvocationId
v DSStageName
v DSStageLastErr
v DSStageType
v DSStageInRowNum
v DSStageVarList
v DSLinkRowCount
v DSLinkLastErr
v DSLinkName
例えば、現在のジョブの名前を取得するには、次のように指定します。
MyName = DSJobName

現在のステージの完全な名前を取得するには次のように指定します。
MyName = DSJobName : "." : DSStageName
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また、トランスフォーマー・ステージの変数を操作するために次のマクロが用意さ
れています。
v DSGetVar(VarName) は、名前付きステージ変数の現在の値を返します。 現在の
ステージに VarName という名前のステージ変数がない場合は、"" が返され、エ
ラー・メッセージが記録されます。 名前付きステージ変数が定義されているが初
期化されていない場合は、"" が返され、エラー・メッセージが記録されます。
v DSSetVar(VarName, VarValue) は、名前付きステージ変数の値を設定します。 現
在のステージに VarName という名前のステージ変数がない場合は、エラー・メ
ッセージが記録されます。
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第 3 章 XML レポートの生成
ジョブに関する情報を含む XML レポートは、次の方法で生成できます。
v DSMakeJobReport API 関数 ( 73 ページの『DSMakeJobReport』 を参照)
v DSMakeJobReport BASIC 関数 ( 128 ページの『DSMakeJobReport』 を参照)
v dsjob コマンド ( 14 ページの『レポートの生成』を参照)
InfoSphere DataStage には、生成された XML レポートの処理を支援する次のファイ
ルが用意されています。
v DSReportSchema.xsd: XML ジョブ・レポート・ドキュメントの構造を詳しく説
明する XML スキーマ・ドキュメントです。
v DSReport-Monitor.xsl: ディレクター・モニター・ビューに似た HTML Web ペー
ジを XML レポートから作成する、サンプル XSLT スタイルシートです。
v DSReport-Waterfall.xsl: ジョブ内の全プロセスにおけるデータ・フローを説明す
るウォーターフォール・レポートを表示する HTML Web ページを XML レポー
トから作成する、サンプル XSLT スタイルシートです。
ファイルはすべて、 InfoSphere DataStage クライアント・ディレクトリー
(¥IBM¥InformationServer¥Clients¥Classic) 内にあります。
上記のコマンドを使用してレポートを作成する場合に、スタイルシートに参照を埋
め込むことができます。 生成されたレポートは、インターネット・ブラウザーで表
示できます。
また、saxon や msxsl などの xslt プロセッサーを使用して、既に生成されているレ
ポートを変換することもできます。 例を示します。
java - jar saxon.jar jobreport.xml DSReport-Monitor.xsl > jobmonitor.htm

これで、jobreport.xml というレポートから jobmonitor.htm という HTML ファイル
が生成されます。
maxsl jobreport.xml DSReport-Waterfall.xsl > jobwaterfall.htm

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

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

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。
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付録 C. 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 6. 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 D. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

IBM Knowledge Center へのアクセス
オンライン資料にアクセスするには、さまざまな方法があります。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
v F1 キーを押します。 F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときなどに、Web ブラウザーにアドレスを入力しま
す。
すべてのバージョンの InfoSphere Information Server の資料にアクセスするに
は、以下のアドレスを入力します。
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ/

特定のトピックにアクセスするには、製品 ID とバージョン番号、資料プラグイ
ン名、および URL 内のトピック・パスを指定します。例えば、バージョン 11.3
用のこのトピックの URL は以下のとおりです。 (記号「⇒」は、行の継続を表
します)
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/⇒
com.ibm.swg.im.iis.common.doc/common/accessingiidoc.html

ヒント:
Knowledge Center には、以下の短縮 URL もあります。
http://ibm.biz/knowctr

特定の製品ページ、バージョン、またはトピックの短縮 URL を指定するには、
短縮 URL と製品 ID の間にハッシュ文字 (#) を使用します。例えば、すべての
InfoSphere Information Server 資料の短縮 URL は、以下のとおりです。
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ/
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また、前述のトピックの URL を少し短くした短縮 URL は、以下のとおりで
す。(記号「⇒」は、行の継続を表します)
http://ibm.biz/knowctr#SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.common.doc/⇒
common/accessingiidoc.html

ローカルにインストールした資料を参照するヘルプ・リンクの変更
IBM Knowledge Center には、最新版の資料が含まれています。一方、インフォメー
ション・センターとしてローカル版の資料をインストールして、それを指すように
ヘルプ・リンクを構成することも可能です。ローカルのインフォメーション・セン
ターは、お客様の企業でインターネットへのアクセスが提供されていない場合に便
利です。
インフォメーション・センターのインストール・パッケージに付属するインストー
ル手順を使用して、任意のコンピューターにそれをインストールします。インフォ
メーション・センターをインストールして開始した後、サービス層のコンピュータ
ーで iisAdmin コマンドを使用して、製品の F1 とヘルプ・リンクで参照する資料
の場所を変更できます。 (記号「⇒」は、行の継続を表します)
Windows
IS_install_path¥ASBServer¥bin¥iisAdmin.bat -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

AIX® Linux
IS_install_path/ASBServer/bin/iisAdmin.sh -set -key ⇒
com.ibm.iis.infocenter.url -value http://<host>:<port>/help/topic/

ここで、 <host> はインフォメーション・センターがインストールされたコンピュ
ーターの名前、 <port> はインフォメーション・センターのポート番号です。デフ
ォルトのポート番号は 8888 です。例えば、デフォルト・ポートを使用するコンピ
ューター server1.example.com 上の URL 値は、http://
server1.example.com:8888/help/topic/ になります。

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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付録 E. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この
資料は、IBM から他の言語でも提供されている可能性があります。ただし、ご利用
にはその言語版の製品もしくは製品のコピーを所有していることが必要な場合があ
ります。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
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IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。 IBM は、それらの製品のテストは行
っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の
要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それら
の製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
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います。 お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供され
るものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・
プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 7. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 7. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage®
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

dsjob コマンド
ジョブ

2

説明

イベント・タイプ・パラメーター
インポート、オブジェクトの
エラー

再開

49

_STDC_
特殊文字

76

情報の表示

54

処理用の関数 44
メッセージ・テキストの取得
DataStage API 100

停止

［ハ行］
パスワード、設定
パスワード暗号化

5, 76

ロック 71
ジョブ状況のマクロ

お客様サポート
連絡先 149

改行、ログ・エントリーの
関数、DataStage API 42
管理
C API 関数

73

情報の表示

バッチ・ログ・エントリー 13
パラメーター、ジョブ・パラメーターを参

［サ行］
42

12
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43

照 61
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