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階層データ変換
Hierarchical Data ステージを使用すると、強力な階層変換を作成すること、
JSON/XML データを構文解析および構成すること、および REST Web サービスを
呼び出すことができます。このとき、パフォーマンスとスケーラビリティーは高品
質です。
多くの業界で、組織間の情報交換に使用するメカニズムとして Extensible Markup
Language (XML) が標準とされてきました。これらの規格が広範囲に受け入れら
れ、使用されるに従って、企業は、組織内の異なる IT 組織間の情報交換の要求を
満たすものとして、ますます XML を頼みにするようになりました。 XML が採用
されたビジネス・プロジェクトでは、IT に対する特定の要求が生じました。 場合
によっては、XML 文書で表されたデータ・ボリュームは極めて少ないことがありま
す。 例えば、データが単一トランザクションを表す場合であっても、複雑な階層の
多数のレイヤーを持つことがあります。 別のプロジェクトでは、比較的単純な
XML スキーマをもつ複数ギガバイトのファイルを、業界標準を指示する新しいフォ
ーマットに変換しなければならないこともあります。 データ・ボリュームと複雑な
階層要件の組み合わせによっては、しばしば従来の IT ツールに対して独自の困難
が生じることがあります。
Hierarchical Data ステージには、最も難解な XML ソースにより生じるデザイン要
件と処理要件を簡単に管理するための機能が組み込まれています。 IT 開発者は、
ネイティブ・フォームの XML メタデータを登録するために、スキーマ・ライブラ
リー・マネージャーを利用できます。 このメタデータは、デザイン・アクティビテ
ィーをガイドする基礎を形成します。 Hierarchical Data ステージは、アセンブリ
ー・エディターという統合されたユーザー・インターフェース・コンポーネントを
使用して、階層形式からリレーショナル形式または他の階層形式へ、あるいは、リ
レーショナル形式から階層形式へ XML データ変換を行います。 ロジックが構成さ
れた後、ジョブ・ランタイムは、例えば XML などの階層データ・フォーマット専
用にビルドされたさまざまな形式の並列処理を提供するユニークなコンポーネント
を利用します。 このようなメカニズムを使用して、IBM® InfoSphere® DataStage®
は、大容量のボリュームに対応し、システム・リソースを効率的に管理するために
スケーリングします。

XML ソリューションの選択
InfoSphere DataStage は、XML パックと Hierarchical Data ステージの 2 つの
XML ソリューションを提供します。 XML パックは、XML Input ステージ、XML
Output ステージ、および XML Transformer ステージを含み、既にこのテクノロジ
ーの使用に投資しているか、大量のデータを扱うことのない非常に単純な変換のみ
を実行しようとしている場合に有用です。 Hierarchical Data ステージは、まだ
XML ソリューションを作成しておらず、大量のデータに対して複雑な変換を行おう
としている場合に最適の選択です。
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スキーマの管理
スキーマをメタデータ・リポジトリーにインポートしたり、すべての DataStage プ
ロジェクトで共有できるライブラリーに編成したりするには、スキーマ・ライブラ
リー・マネージャーを使用します。
Hierarchical Data ステージを使用してデータを生成したり取り込んだりするには、
データを記述する XML スキーマをメタデータ・リポジトリーにインポートする必
要があります。 スキーマをインポートするには、スキーマ・ライブラリー・マネー
ジャーを使用します。スキーマ・ライブラリー・マネージャーは、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage® デザイナーのメニュー選択「インポート」 > 「スキー
マ・ライブラリー・マネージャー」で使用可能です。
スキーマをインポートすると、スキーマが定義するタイプ構造を表示できます。 こ
れらのタイプを使用して Hierarchical Data ステージでの処理を定義します。 イン
ポートしたスキーマは、任意のデータとともに使用できます。 特定のデータととも
にスキーマを使用するには、データの物理的な位置をスキーマにバインドします。
例えば、XML ファイルを読み取るには、XML ファイルのパスを指定して、ファイ
ルに格納されているデータのスキーマを選択します。 XML データを処理する場合
は、アセンブリーで XML パーサー・ステップまたは XML コンポーザー・ステッ
プを構成するときにバインディングを実行します。
関連したスキーマを同じライブラリーに追加することができます。 同じライブラリ
ーに存在するスキーマは、相互に参照が可能です。 例えば、XML スキーマで
XML の include エレメントまたは import エレメントを使用して、同じライブラリ
ーにある別のスキーマを参照することができます。 ライブラリー内のスキーマが、
外部スキーマを参照したり、別のライブラリーにあるスキーマを参照したりするこ
とはできません。
ライブラリーを作成する場合は、ライブラリーの固有の名前および (オプションの)
カテゴリー名を指定します。 ライブラリー名は、すべてのカテゴリーにわたって固
有でなければなりません。 ライブラリーをカテゴリー別に編成しておくと、特定の
ライブラリーを後から探すことができます。
スキーマをライブラリーに追加すると、ライブラリーが自動的に検証され、スキー
マにエラーがあるかどうかが判別されます。 検証が正常に終了した場合は、スキー
マのエレメントおよびタイプ定義がすべてライブラリーに格納されます。 ライブラ
リーが無効な場合は、エラーがあることが通知されます。 エラーのリストを表示す
るには、「検証」をクリックします。スキーマを変更したり、スキーマをライブラ
リーから削除したり、新しいスキーマをライブラリーに追加したりするときには、
必ずライブラリーが自動的に再検証されます。スキーマはデザイン時にのみ使用
し、実行時には使用しません。 したがって、スキーマを変更したりスキーマをライ
ブラリーから削除したりしても、そのスキーマを使用する既存のジョブに影響が及
ぶことはありません。
既にジョブによって使用されているスキーマを変更しても、スキーマに対する変更
が自動的にジョブに伝搬することはありません。 変更後のスキーマを Hierarchical
Data ステージに適用したい場合は、Hierarchical Data ステージを編集して、変更後
のスキーマを取り込む必要があります。
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ライブラリーの中で同じタイプ定義を繰り返すことはできません。ただし、2 つの
ライブラリーそれぞれに同じタイプ定義を格納することはできます。 2 つのライブ
ラリーそれぞれに同じタイプ定義を格納する方法は、同じタイプ定義の 2 つのバー
ジョンが必要な場合に便利です。

スキーマ・ライブラリー・マネージャーのオープン
スキーマ・ライブラリー・マネージャーは、Hierarchical Data ステージに含めるジ
ョブで使用するスキーマのインポートに使用します。

このタスクについて
スキーマ・ライブラリー・マネージャーは、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー から、またはアセンブリー・エディターから使用可能な
「ライブラリー」タブから開くことができます。

手順
以下のいずれかを行います。
v InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー で、「インポート」 > 「スキ
ーマ・ライブラリー・マネージャー」を選択します。
v アセンブリー・エディターで「ライブラリー」タブをクリックします。

ライブラリーおよびリソースに関する操作
「スキーマ・ライブラリー・マネージャー」を使用して、XML スキーマなどのリソ
ースをインポートし、またリソースのライブラリーを作成および管理します。
istool コマンド・ラインを使用して、IBM InfoSphere Information Server のメタデー
タ・リポジトリー間の規則ライブラリーを転送します。ライブラリーはメタデー
タ・リポジトリー内に保管され、Hierarchical Data ステージを使用するすべてのジ
ョブ内で利用できます。 メタデータ・リポジトリー内では、規則ライブラリーは後
ろに拡張子の .cl が付いたライブラリー名によって表されます。 InfoSphere
Information Server の複数のインストール済み環境を使用する場合、規則ライブラリ
ーをあるインストール済み環境から別のインストール済み環境に (例えば、テスト
環境から実稼働環境に) 転送することができます。
コマンド・ラインを使用した共通メタデータ資産のエクスポートとインポートにつ
いて詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdrassets.htmlを参照してください。
表 1. ライブラリーに関する操作
タスク

アクション

ライブラリーの作成

1. 「新規ライブラリー」をクリックしま
す。
2. 名前を入力します。
3. 説明、および新規または既存のカテゴリ
ーの名前を入力します。

ライブラリー・リストの更新

「ライブラリー」ペインの上部にある「更
新」アイコンをクリックします。

階層データ
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表 1. ライブラリーに関する操作 (続き)
タスク

アクション

ライブラリーの削除

ライブラリーを選択して、「削除」をクリッ
クします。

ライブラリーのオープン

ライブラリーを選択して、「開く」をクリッ
クします。ライブラリーは、検証済みでエラ
ーのない場合にしか開くことはできません。
「タイプ」タブには、名前空間のリストと属
しているタイプが表示されます。 あるタイ
プのスキーマを表示するには、「タイプ」タ
ブからそのタイプを選択します。 あるノー
ドのファセットと属性を表示するには、「ス
キーマ」タブからそのノードを選択します。

ライブラリーの再カテゴリー化

ライブラリーを別のカテゴリーに移動するに
は、ライブラリーの詳細の「カテゴリー」フ
ィールドを編集します。

表 2. リソースに関する操作
タスク

アクション

リソースのインポート

1. ライブラリーの名前を選択して、「新規リソースのイ
ンポート」をクリックします。
2. インポートするファイルを選択して、「開く」をクリ
ックします。単一の .xsd ファイル、または複数の
.xsd ファイルが含まれている .zip ファイルを選択す
ることができます。
3. 必要なリソースのすべてをライブラリーにインポート
すると、ライブラリーは自動的に検証されます。 ライ
ブラリーが有効な場合、緑色のチェック・マークがそ
の名前の横に表示されます。 ライブラリーが無効な場
合、赤い感嘆符がその名前の横に表示されます。
4. ライブラリーが無効な場合、「検証」をクリックして
エラーのリストを表示します。
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スキーマ内のタイプの表示

「タイプ」タブと「スキーマ」タブを表示するには、ライ
ブラリーの名前をダブルクリックします。「タイプ」タブ
で、名前空間の横の正符号をクリックして、名前空間に属
しているタイプのリストを表示します。タイプをクリック
して、「スキーマ」タブにそのタイプのスキーマを表示し
ます。タイプとそれらの構造を表示することは、さまざま
な理由で役立ちます。 トップレベル・エレメント名をタ
イプ名と突き合わせて、どのタイプが特定の文書インスタ
ンスに対応するかを判断することができます。情報のどの
部分がオプションで、その部分を類似した文書に組み込む
ことができるかを判別することができます。 変換オプシ
ョンを設定する方法を理解できるように、データの特性を
表示することができます。

リソースのエクスポート

リソースを選択してから「エクスポート」をクリックし、
リソースのコピーをローカル・コンピューターに保存しま
す。

リソースの更新

リソースを変更した後、それをライブラリー内で更新した
い場合、そのリソースを選択してから、「選択したリソー
スの置換」をクリックします。 更新されたリソースは、
そのリソースの前のバージョンを使用したジョブに影響を
与えません。 更新したバージョンを既存のジョブで使用
するには、アセンブリーを編集する必要があります。

表 2. リソースに関する操作 (続き)
タスク

アクション

リソースの削除

リソース名の横に表示された「削除」アイコンをクリック
します。 リソースの削除は、そのリソースを使用する既
存のジョブに影響を与えません。

ライブラリー内のリソースの表示

ライブラリーの名前をクリックします。 Hierarchical Data
ステージでは、「リソース」ビューによってライブラリー
内のスキーマごとのファイルの場所と名前空間が表示され
ます。 各スキーマに関するその他の詳細を表示するに
は、スキーマの名前をクリックします。

リソースの詳細の編集

「ファイルの場所」フィールドと「説明」フィールドしか
更新することはできません。 ファイルの場所を更新する
と、ライブラリーは自動的に検証されます。

関連情報:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdr_cli_export.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdr_cli_import.html

サンプルのスキーマ・ライブラリーの作成
サンプルのライブラリーを作成して、スキーマをインポートします。

このタスクについて
ライブラリーには、複数のスキーマを保持することができます。 スキーマは、相互
依存型にすることができます。 スキーマが相互依存型で、1 つのスキーマしかイン
ポートしなかった場合、ライブラリーにはエラーが表示されます。 このライブラリ
ーを有効にするには、依存するスキーマをインポートする必要があります。
リンク http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019894 を使用して、ファ
イル department.xsd および definition.xsd をダウンロードできます。XML サン
プル zip ファイルを開き、フォルダー example_library を選択してこれらのファイ
ルをダウンロードします。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を始動します。
2. 「インポート」 > 「スキーマ・ライブラリー・マネージャー」を選択します。
3. 「ライブラリー」タブで、「新規ライブラリー」をクリックします。
4. 「新規規則ライブラリー」ウィンドウで、ライブラリーの名前に
Example_library と入力します。
5. 「OK」をクリックして、ライブラリーを保存します。
6. 作成したライブラリー Example_library を選択してから、「リソース・ビュー」
で「新規リソースのインポート」をクリックします。
7. スキーマ department.xsd を選択します。
8. 「ファイルのアップロード完了」ウィンドウが表示されます。
9. 「OK」をクリックします。

階層データ
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ライブラリーが無効な場合、エラー・メッセージの「1 つ以上のリソースの検
証が失敗しました。 エラーを表示するには、「検証」をクリックします」が表
示されます。
10. 実際のエラーを表示するには、「検証」をクリックします。 次の図にエラーが
示されています。

このエラーは、スキーマ department.xsd が別のスキーマ definition.xsd と
依存関係にあることを示しています。スキーマ department.xsd には、タイプ
dept_id1 を保持している dept_id という名前のエレメントが含まれています。
タイプ dept_id1 はスキーマ definition.xsd 内に定義されているため、
definition.xsd もインポートする必要があります。
11. definition.xsd をインポートして、「検証」をクリックします。
definition.xsd のファイルの場所が正しくないため、エラーはまだ存在してい
ます。
12. 次のステップを実行して、ファイルの場所を指定します。
a. ノートパッドまたはワードパッドで department.xsd を開き、スキーマ・ロ
ケーションを取得します。department.xsd の内容が次に示されています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.ibm.com/departments"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.ibm.com/departments">
<xs:include schemaLocation="http://ibm.com/definitions/definition.xsd"/>
<xs:element name="Info">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="dept_id" type="dept_id1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

b. include ステートメントからスキーマ・ロケーションの
http://ibm.com/definitions/definition.xsd をコピーします。
c. 次の図に示しているように、「リソース・ビュー」で definition.xsd を選
択し、「ファイルの場所」フィールドにコピーしたスキーマ・ロケーション
を貼り付けます。
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13. ビューを最新表示するために、他の任意のフィールドをクリックします。 エラ
ーが解決され、ライブラリーが有効になります。 次の図は解決されたビューを
示しています。

14. 「OK」をクリックして、「ライブラリー」ウィンドウを閉じます。

Hierarchical Data ステージの使用
Hierarchical Data ステージは、XML データの構文解析、作成、および変換に使用し
ます。
Hierarchical Data ステージは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナ
ーのパレットの「リアルタイム」セクションで使用できます。 Hierarchical Data ス
テージは、サーバー・ジョブではなくパラレル・ジョブで使用できます。パラレ
ル・ジョブの場合、Hierarchical Data ステージは複数の入力リンクおよび出力リン
クを持つことができます。 Hierarchical Data ステージは、ソース・ステージ (出力

階層データ
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リンクしか持ちません)、中間ステージ (入力リンクと出力リンクの両方を持ちま
す)、またはターゲット・ステージ (入力リンクしか持ちません) として使用できま
す。
「Hierarchical Data ステージ」ページにはプレビュー・ウィンドウが表示され、
Hierarchical Data ステージと、存在する入力リンクや出力リンクが示されます。 ペ
ージには、構成可能な一連の実行時プロパティーと「アセンブリーの編集」ボタン
が表示されます。 プレビュー・ウィンドウでステージを選択して「アセンブリーの
編集」をクリックすると、アセンブリー・エディターが開きます。アセンブリー・
エディターは、Hierarchical Data ステージのアセンブリーを作成するために使用し
ます。アセンブリー・エディターを閉じると、アセンブリーがステージの一部とし
て保存されます。
入力リンクまたは出力リンクに列を作成するには、プレビュー・ウィンドウにある
リンクをクリックしてリンク・ビューを表示します。 次に「列」タブをクリックす
ると、リンクに列が作成されます。

ジョブへの Hierarchical Data ステージの追加
Hierarchical Data ステージをジョブに追加するには、InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントを使用します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動しま
す。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」 >
「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージをキ
ャンバスにドラッグします。
4. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。 これらのステージを Hierarchical Data ステージの右側に
配置します。
5. Hierarchical Data ステージから各 Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
6. ステージおよびリンクのデフォルト名を変更します。
注: Hierarchical Data ステージで DataStage ジョブをデザインする場合、
DataStage の入出力リンクの名前を決定してから Hierarchical Data ステージ内で
マッピングを構成してください。入力リンクや出力リンクの名前の変更を試みる
と、Hierarchical Data ステージ内で構成したすべてのマッピングが無効になりま
す。同様に、Hierarchical Data ステージをコピーしたときは、コピーした
Hierarchical Data ステージのマッピングを再構成する必要があります。
7. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに名前を付けます。

Hierarchical Data ステージ用実行時プロパティーの構成
Hierarchical Data ステージによるジョブの実行方法を変更するには、ここで説明す
るプロパティーを構成します。
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ヒープ・サイズ (MB)
Java™ 仮想マシンの最大ヒープ・サイズを MB 単位で入力します。 このプ
ロパティーは -Xmx コマンド・ライン・オプションに対応します。 256
MB 以上を指定してください。 アセンブリーが大規模なスキーマおよび大
規模な文書を含む場合は、さらに大きなヒープ・サイズを指定するようにし
てください。
スタック・サイズ (KB)
Java 仮想マシンのスタックのサイズを KB 単位で入力します。 このプロパ
ティーは -Xss コマンド・ライン・オプションに対応します。
その他のオプション
Java 仮想マシンに対する追加のコマンド・ライン引数を入力します。 例え
ば、システム・プロパティーを設定するには DSystemProperty=Value と入
力します。
出力行の制限
「出力行の制限」に「はい」を入力した後、「最大出力行数」に値を入力し
ます。 出力行の制限は、ジョブのデバッグ時に、ジョブ全体の結果が出る
まで待機したくない場合に便利です。
最大出力行数
「出力行の制限」に「はい」を入力した後、「最大出力行数」に値を入力し
ます。 出力行数は、すべての出力リンクにわたって累計されます。生成し
た出力行数が最大数に達すると、Hierarchical Data ステージは処理を停止し
ます。
ロギング可能化
「はい」を入力すると、ロギングが使用可能になり、ログ・レベルが「警
告」に設定されます。 デフォルトでは、ロギングが使用可能になっていま
せん。 ロギングを使用可能にすると、パフォーマンスに影響が及びます。
ログ・レベル
ログに記録する際の詳細度を指定します。 高いロギング・レベルを選択す
ると、パフォーマンスに影響が及びます。
アセンブリー日付
最後にアセンブリーが保存された日付。

アセンブリー
Hierarchical Data ステージを構成するには、アセンブリーを作成します。
アセンブリーとは、階層データの改良と変換を実行する一連のステップのことで
す。 デフォルトでは、新規アセンブリーには必ずアセンブリーのアウトライン、入
力ステップ、および出力ステップが含まれています。 入力ステップと出力ステップ
の間に、前のステップからのデータの構文解析、構成、または変換を行う追加のス
テップを挿入します。
アセンブリーのアウトラインでは、アセンブリーに関する作成と変更の情報を指定
します。また、これにはアセンブリーの説明を入れるオプション・フィールドが含
まれています。 このフィールドはアセンブリーの目的を文書化するもので、本人ま
たは他のユーザーが後でアセンブリーを変更する必要がある場合に役立ちます。
階層データ
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入力ステップでは、リレーショナル構造 (リンクと列) を階層構造に変換します。
階層データ構造では、入力リンクはリスト項目に変換され、リンク上の各列はその
リストの子コンテンツ項目に変換されます。 ステップの「出力スキーマ」には、こ
の階層データ構造を表すスキーマ・ツリーが表示されます。 このデータ構造はアセ
ンブリーの次のステップに渡され、ステップ入力となります。 ステップ入力は、個
々のステップでそのステップのアクションによって変更されます。 例えば、計算を
行うために「アグリゲート」ステップを使用する場合、計算の結果はブランチとし
てステップ出力に追加されます。ステップ出力への追加は、スキーマ・ツリー内で
強調表示されます。
出力ステップでは、前のステップの変換のすべての結果を受け取ります。 出力ステ
ップで、階層データ構造をリレーショナル・データ構造にマップし戻します。 つま
り、各スキーマ項目を出力リンクおよびそれらのリンク上の各列にマップします。

概説
アセンブリーの「概説」には、アセンブリーに関する作成および変更の情報が表示
されます。また、オプションの説明フィールドも表示され、変更することができま
す。
「概要」では、アセンブリーの任意指定の説明を入力できます。 このフィールドに
より、アセンブリーの目的が文書として示されるため、本人または他のユーザーが
そのアセンブリーを後で変更する必要がある場合に役立ちます。

入力ステップ
入力ステップは、リレーショナル・データ構造のリンクと列が階層データ構造とし
てどのように表されるかを記述します。
入力ステップの「構成」タブには、「リンク」ビューと「ツリー」ビューの 2 つの
ビューがあります。
「リンク」ビューには、ステージの「列」タブに表示されるのと同じ列定義表が表
示されます。 「リンク」ビューから、列定義を編集することができ、ステップ出力
内の結果を表示できます。 アセンブリーを保存すると、編集した列定義はジョブ・
プロパティーの中に保存されます。
「ツリー」ビューには、階層構造に変換された後のリレーショナル・リンク構造が
表示されます。 ルート・エレメントがトップであり、それには、入力データ全体が
含まれます。 各入力リンクは、入力リンク・ノードの子リスト項目に変換されま
す。 各列は、コンテンツ項目に変換され、プリミティブ・タイプが割り当てられま
す。例えば、SQL Varchar タイプが割り当てられた列は、String データ・タイプを
持つコンテンツ項目に変換されます。
Hierarchical Data ステージを使用するジョブの中でウェーブが使用される場合、各
ウェーブは「トップ」リストの中の新規項目であり、各項目には特定のウェーブに
属するすべてのデータが含まれます。 ウェーブが使用されない場合、「トップ」リ
ストには、常に、ステージにパススルーされるすべてのデータを含む単一の項目が
含まれます。
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入力ステップのステップ出力は、アセンブリーの中の次のステップのステップ入力
になります。 前のステップ (データの変換、構文解析、または構成) から変換され
たデータ構造を受け取って、次のステップの変更されたデータ構造を生成するこの
ような処理は、アセンブリーの中の各ステップを通して継続されます。 それぞれの
ステップで、ステップ入力 (これは前のステップの結果を表示します) とステップ出
力 (これは現行ステップの出力結果を表示します) を表示して、それぞれのステップ
で行ったデータ構造に対する変更を評価できます。
必ずしもすべてのアセンブリーが入力ステップを使用するわけではないことに注意
してください。 例えば、Hierarchical Data ステージがジョブ内のソース・ステージ
として使用される場合、入力リンクはなく、入力ステップは空です。 たとえ入力ス
テップが空であっても、入力ステップはアセンブリーの永続的なパーツとして残り
ます。入力ステップは削除できません。サーバー・ジョブが入力を受け取ることが
できるのは単一の入力リンクからのみですが、パラレル・ジョブは複数の入力リン
クから入力を受け取ることができます。

出力ステップ
出力ステップは、階層データ構造がどのようにリレーショナル・データ構造にマッ
プされるかを記述します。
出力ステップの「構成」タブには、「出力」と「マッピング」の 2 つのウィンドウ
があります。
「出力」ウィンドウには、「リンク」ビューと「ツリー」ビューの 2 つのビューを
表示できます。
「リンク」ビューには、ステージの「列」タブに表示されるのと同じ列定義表が表
示されます。 「リンク」ビューから、列定義を編集することができ、ステップ出力
内の結果を表示できます。 アセンブリーを保存すると、編集した列定義はジョブ・
プロパティーの中に保存されます。
OK
「ツリー」ビューには、階層構造に変換された後のリレーショナル・リンク構造が
表示されます。 ルート・エレメントがトップであり、それには、出力データ全体が
含まれます。 各出力リンクは、出力リンク・ノードの子リスト項目に変換されま
す。 各列は、コンテンツ項目に変換され、プリミティブ・タイプが割り当てられま
す。例えば、SQL Varchar タイプが割り当てられた列は、String データ・タイプを
持つコンテンツ項目に変換されます。
「マッピング」ウィンドウで、階層データ構造をリレーショナル・データ構造にマ
ップします。
ソース項目は、ターゲット構造の中にあって、出力に含めるすべての項目にマップ
されなければなりません。 ターゲット構造のトップ項目から始めて、下方の項目ま
でマップします。 ターゲット・リスト・ノードからソース・リスト・ノードへのマ
ッピングから開始します。 ターゲット・リスト・ノードをマップするとすぐに、そ
のリストのターゲット・コンテンツ・ノードをマッピングに使用できるようになり
ます。 マップされた各リスト・ノードのターゲット・コンテンツ・ノードを、ソー
ス・コンテンツ・ノードにマップします。
階層データ
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「マッピング」ウィンドウで「マッピング」表から複数の列を削除するには、列を
選択し、キーボードで Delete ボタンをクリックします。
マッピングについて詳しくは、データのマッピングを参照してください。
必ずしもすべてのアセンブリーが出力ステップを使用するわけではありません。 例
えば、Hierarchical Data ステージがジョブ内のターゲット・ステージとして使用さ
れ、出力リンクがない場合、出力ステップは空です。 たとえ出力ステップが空であ
っても、出力ステップはアセンブリーの永続的なパーツです。出力ステップは削除
できません。

アセンブリー・エディター
アセンブリー・エディターを使用して、アセンブリーを作成します。
ジョブに追加する Hierarchical Data ステージごとに、アセンブリーが 1 つ必要に
なります。 アセンブリーでは、階層データの構文解析、構成、および変換を行う一
連のステップを定義します。
アセンブリー・エディターには、「アセンブリーのアウトライン」ペイン、「ステ
ップ」ペイン、および「ステップ入力/ステップ出力」ペインという 3 つのペインが
あります。 「アセンブリーのアウトライン」には、各アセンブリー・ステップの名
前が実行される順にリストされます。
ステップをアセンブリーに追加するには、「パレット」ボタンをクリックします。
次に、パレットからステップをドラッグして、アセンブリー内のそのステップを実
行したい位置まで移動するか、またはステップをダブルクリックして、アセンブリ
ー内の現在選択しているステップの下に追加します。ステップは、ソート、アグリ
ゲート、結合、ピボットなどの各種変換で使用できます。
「アセンブリーのアウトライン」内にあるステップの名前をクリックすると、その
ステップは「ステップ」ペイン内に表示されます。 各ステップには、「構成」、
「情報」、および「テスト・データ」という 3 つのタブがあります。 「構成」タ
ブには、ステップを構成するために入力する必要がある必須フィールドが必ず含ま
れています。 ステップの「情報」タブは、アセンブリーの「概要」と同様です。つ
まり、このタブには、作成と変更の情報、およびそのステップの名前と目的を記録
するために使用できるオプション・フィールドが表示されます。 「テスト・デー
タ」タブは、アセンブリーをテストする場合に使用します。 テストはオプションで
すが、非常に役立ちます。テストによって、各ステップで行われる増分変更を確認
することができます。ステップの変換がどのようにデータに影響を与えるかを評価
でき、また、必要な変換がアセンブリーで正確に実行されているかどうかを確認で
きます。
アセンブリー内の各ステップを構成する際、アセンブリー・エディターはその作業
をモニターし、対処する必要がある問題のその時点までの総数を常に示します。 問
題の中には、エラーでないものもあります。 多くの場合、問題には入力を必要とす
る特定のフィールド、またはマッピングを必要とする項目についての説明が示され
ます。 アセンブリー内のすべての問題を表示するには、「すべて表示」をクリック
します。 問題は、ステップ別にソートされて表示されます。 素早く該当のステッ
プにジャンプして問題の対処を開始できるように、ステップごとに便利なリンクを
使用できます。 問題は、問題のあるステップの「構成」タブにも表示されます。
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「ステップ入力/ステップ出力」ペインには、ステップ入力とステップ出力がスキー
マ・ツリーで表示されます。 ステップ入力は、アセンブリー内の前のすべてのステ
ップで行われた改良と変換の結果です。 ステップ出力には、現在のステップの出力
についての説明が示されます。 例えば、ステップで新規ノードをデータ構造に追加
した場合、ステップ出力でその新規ノードが強調表示されます。 アセンブリー内で
は、1 つのステップの出力は、常に「アセンブリーのアウトライン」内の次のステ
ップに対する入力です。
出力ステップでは、ある項目を右クリックして、そのステップで実行できるアクシ
ョンのメニューを表示することができます。 項目をより分かりやすい名前にするた
めに名前変更したり、不要なサブツリーを削除したり、その他の変更を行ったりす
ることができます。

アセンブリー・エディターのオープン
Hierarchical Data ステージをジョブに追加したら、アセンブリー・エディターを使
用してアセンブリーを作成します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーのパレットにある「リア
ルタイム」セクションから Hierarchical Data ステージをドラッグしてジョブに
追加します。
2. Hierarchical Data ステージをダブルクリックしてステージ・エディターを開きま
す。
3. 「アセンブリーの編集」をクリックしてアセンブリー・エディターを表示しま
す。
注: アセンブリー・エディターを開くには「アセンブリーの編集」ボタンを使用
する必要があります。アセンブリー・エディターに対応するメニュー選択はあり
ません。

次のタスク
アセンブリーの操作が完了したら、アセンブリー・エディターを閉じ、Hierarchical
Data ステージ・エディターに戻り、ジョブに戻ります。 長時間にわたってアセン
ブリーを操作する場合は、ときどきアセンブリー・エディターを閉じて、変更内容
を保存してください。

ステップ出力の項目の変更
項目の名前変更またはドロップ、リスト項目のグループ項目への変更、またはグル
ープ項目のリスト項目への変更を行います。

このタスクについて
アセンブリーの各ステップは、スキーマを変換または改良し、その後、すべての変
更結果をステップ出力に提示します。ステップ出力の項目に小規模な変更を行うこ
とができます。 これらの変更は、ステップ入力の一部として、アセンブリーの次の
ステップに渡されます。

階層データ
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手順
ステップ出力の中の項目を選択して右クリックすると、選択した項目に適合したメ
ニュー選択項目が表示されます。
表 3. 項目の変更
選択項目

アクション

戻す

選択した項目から、すべての変更を削除します。

名前の変更

項目の名前を変更します。 新しい項目名の上にカーソルを移動すると、そ
の項目の以前の名前が表示されます。

ドロップ

項目と、その項目のすべての子項目を削除します。

グループからリスト

グループ項目をリスト項目に変更します。 選択されたリスト項目を単独エ
レメントとして持つリスト項目を作成します。 このオプションは、子項目
を持つが、リスト項目ではない項目に対してのみ使用可能です。 このオプ
ションは、結合または合併といったリスト変換をオプションのグループで
実行する必要がある場合に有用です。グループが存在する場合、サイズが
1 のリストになります。グループが存在しない場合、空のリストになりま
す。

リストからグループ

リストの最初のエレメントのみを取り出すことで、リスト項目をグループ
項目に変更します。 このオプションは、リスト項目に対してのみ使用可能
です。 このアクションは、リスト項目に 1 つの子項目のみが含まれる場
合に、リストの扱いを単純にしたい場合に役立ちます。 しかし、リストに
複数のインスタンスが含まれる場合は、最初のインスタンスのみが選択さ
れ、残りのインスタンスは無視されます。

アセンブリーのテスト
アセンブリーの作業の中で、ランダムに生成されたデータまたは XML ソース・デ
ータを使用して、各ステップをテストして出力データを表示することができます。

このタスクについて
アセンブリーのテストによって、ジョブのコンパイルと実行を行わずに、デザイ
ン・モードでアセンブリーを実行できます。 ジョブと違って (ジョブの場合は、ジ
ョブを完成してエラーをなくさなければテストできない)、アセンブリーは、デザイ
ン・プロセスのどの時点でもテストできます。 たとえアセンブリーが未完成でエラ
ーがあったとしても、アセンブリーの中のエラーのないステップをテストできま
す。
アセンブリーをテストするには、ソース・データを提供するか、ランダムに生成し
たデータを使用します。 そして、テストを実行した後、各ステップからの出力を表
示でき、ジョブの一部として実行された場合にステージが生成するログ・メッセー
ジも表示できます。
入力ステップの後ろにエラーの無いステップを追加するとすぐに、アセンブリーを
テストできます。 アセンブリーのテストでは、入力ステップおよびその後のすべて
のステップの中のデータが処理されます。 エラーが含まれるステップに行き着く
と、テストは停止します。 アセンブリーのテストを追加的に実行して、アセンブリ
ーの各ステップが予想どおりに変換を実行しているかどうか判別します。 ステップ
が予想どおりに実行していない場合は、そのステップを変更して、アセンブリーを
再テストできます。アセンブリーが予想どおりに機能していることが確認できた
ら、ジョブを実行することができます。
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アセンブリーをテストするには、XML パーサー・ステップにテスト入力データを提
供する必要があります。 XML パーサー・ステップがアップストリームのステージ
からデータを取得するのであれば、テスト・データを提供する必要はありません。
それ以外の場合は、テストで使用するために、ランダム・テスト・データを生成す
るか、実際のソース・データを提供する必要があります。 入力データを提供しなけ
れば、テストは、自動的に、ランダムに生成されたデータを使用します。

手順
1. 入力ステップの入力テスト・データを提供するには、「テスト・データ」タブを
クリックして、次のいずれかを行います。
v 「入力リンク」フィールドで、使用する実際のソース・データを提供するリン
クを選択します。
v 「ランダム・データの生成」をクリックして、テストで使用するサンプル・デ
ータを生成します。
2. XML パーサー・ステップの入力テスト・データを提供するには、「テスト・デ
ータ」タブをクリックして、次のいずれかを行います。
v 「ディスク入力テスト・データ」ウィンドウで、使用する実際のソース・デー
タを提供するリンクを選択します。
v 「ランダム・データの生成」をクリックして、テストで使用するサンプル・デ
ータを生成します。
3. 「テスト・データ」タブの上の「アセンブリーのテスト」をクリックし、次のス
テップを行います。
a. オプション: ジョブのためにジョブ・パラメーターを作成した場合は、「ジョ
ブ・パラメーター値」表の「テスト値」列にパラメーターの値を入力しま
す。
b. 「テストの実行」をクリックします。
「テスト実行ログ」に、テストを説明するメッセージが表示されます。
4. テストに含まれた各ステップを開きます。 「ダウンストリーム出力テスト・デ
ータ」に、ステップが次のステップ用に生成したデータが表示されます。 「デ
ィスク出力テスト・データ」に、外部リソースに送信されるデータが表示されま
す。

大規模なスキーマの構文解析
ノードが 2,000 件を超えるスキーマを構文解析するには、複数の XML パーサー・
ステップを構成します。
XML パーサー・ステップを構成するときに、ノードが 2,000 件を超えるスキーマ
を選択した場合は、先頭から 2,000 件のノードを構文解析できます。しかし、残り
のノードは自動的にチャンクに入れられます。 チャンクを構文解析するには、2 番
目の XML パーサー・ステップをアセンブリーに追加し、「XML ソース」として
「ストリング・セット」を選択します。 次に、「ストリング・セット」ソース項目
としてチャンクを選択します。 「文書ルート」タブで、チャンクに分割されたサブ
ツリーに対応するグローバル・エレメントを選択します。グローバル・エレメント
が存在しない場合は、インライン・エレメントからグローバル・エレメントを作成
することによってスキーマを変更します。

階層データ
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スキーマ・ツリー内のアイコン
表で、スキーマ・ツリー内の項目のタイプを表すアイコン、および特定項目の状態
について説明します。
次の表は、スキーマ・ツリー内の項目のタイプを表すアイコンを示しています。
表 4. スキーマ・ツリー内のタイプを表すアイコン
アイコン
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名前

説明

すべて

複合タイプ。 子エレメント
は、データ内で任意の順序で
0 回または 1 回出現するこ
とができます。

任意の単純タイプ

単純タイプ。 このタイプに
は、すべての具象単純タイプ
のデータを含めることができ
ます。

Base-64 バイナリー

バイナリー・タイプ。 この
タイプには Base-64 エンコー
ド・データが含まれます。

ブール値

論理タイプ。 正しい値は、
true または 1、および false
または 0 です。

BYTE

-128 から 127 までの範囲内
の数値データ。

バイト・ストリング

構文解析されていないバイナ
リー・データ。

選択項目

複合タイプ。 データ内に 1
つの子しか出現できません。
すべての子がオプションの場
合、このタイプは空にできま
す。

Date

CCYY-M-DD 形式の日付のタ
イプ。後続のタイム・ゾーン
はオプションです。

日時

CCYY-MM-DDThh:mm;ss.sss
形式の日付 / 時刻のタイプ。
後続のタイム・ゾーンはオプ
ションです。

Decimal

任意の精度の 10 進数。

Double

倍精度の 64 ビット浮動小数
点数。

期間

PnYnMnDTnHnMnS 形式の期
間。ここで n は 1 つ以上の
数字です。

空

内容をなにも含まない単純タ
イプ。

表 4. スキーマ・ツリー内のタイプを表すアイコン (続き)
アイコン

名前

説明

Float

単精度の 32 ビット浮動小数
点数。

16 進バイナリー

16 進数エンコード・データ
が含まれた単純なバイナリ
ー・タイプ。

ID

ユニーク ID。

ID 参照

ユニーク ID への参照。

Integer

-2147483648 から 2147483647
までの範囲内の数値データ。

リスト

単純タイプの配列。

すべてリスト

複合タイプすべての配列。

選択のリスト

複合タイプ選択の配列。

リスト順序

複合タイプ順序の配列。

ロケール

ロケール。

長整数

-9223372036854775808 から
9223372036854775807 までの
範囲内の数値データ。

名前

有効な XML 名。 名前は、
文字、下線、またはコロンで
始まり、文字、下線、コロ
ン、ハイフン、およびピリオ
ドを含むことができます。

名前空間

複数の絶対または相対 URI
参照。

NCname

コロンのない名前。 名前
は、文字または下線で始ま
り、文字、下線、ハイフン、
およびピリオドを含むことが
できます。

NMtoken

空白を 1 つも含まない単一
トークン。

NMtokens

空白で区切られた複数のトー
クン。

Qname

修飾名用の単純タイプ。 修
飾はオプションです。

再帰的 XML

再帰的で構文解析されていな
い XML データ。
階層データ
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表 4. スキーマ・ツリー内のタイプを表すアイコン (続き)
アイコン

名前

説明

シーケンス

複合タイプ。 子エレメント
は、データ内に指定された順
序で出現する必要がありま
す。

Short integer

-32768 から 32767 までの範
囲内の数値データ。

ストリング

変更されていない空白のある
ストリング。

Time

hh:mm;ss.sss 形式の時刻タイ
プ。後続のタイム・ゾーンは
オプションです。

トークン

すべての空白がシングル・ス
ペースによって置き換えら
れ、複数のスペースがシング
ル・スペースによって置き換
えられる、ストリング。

タイプ・スキーマ

スキーマのグラフィカルな表
示。

Unknown

新規または不明なタイプ。

URI

1 つの絶対または相対 URI
参照。

構文解析されていない XML

構文解析されていない XML
データ。

次の表は、スキーマ・ツリー内の特定の項目の状態を示すアイコンを示していま
す。
表 5. スキーマ・ツリー内の項目の状態を示すアイコン
アイコン

説明
選択された項目を示します。
その項目が名前変更されたことを示します。
その項目が削除されたことを示します。
その項目に対して複数のアクションが実行さ
れたことを示します (例えば、その項目を名
前変更した後、グループからリストに変更し
た場合など)。
その項目がグループからリスト、またはリス
トからグループに変更されたことを示しま
す。
改良ルート項目、つまり現在のステップの結
果として発生するスキーマへの追加を示しま
す。
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表 5. スキーマ・ツリー内の項目の状態を示すアイコン (続き)
アイコン

説明
その改良ルート項目が名前変更されたことを
示します。
その改良ルート項目が削除されたことを示し
ます。
その改良ルート項目に対して複数のアクショ
ンが実行されたことを示します。
その改良ルート項目がグループからリスト、
またはリストからグループに変更されたこと
を示します。

詳細インスペクター
「詳細インスペクター」には、選択した項目の属性とファセット、および DataStage
列の定義に関する情報が表示されます。
表 6. 「詳細インスペクター」内の属性
名前

説明

名前

インスペクション (検査) に選択された項目
の名前。

タイプ

項目の XML タイプ。

タイプ名

項目の基本タイプ。

オプション

項目がオプションかどうかを示します。 例
えば、XML では、ある項目に
minOccurs="0" があるか、または属性
xs:use="optional" がある場合、その項目はオ
プションです。

リスト

項目が配列かどうかを示します。

再帰

項目が再帰的かどうかを示します。

タイプ名前空間 URI

タイプの名前空間 URI。

項目名前空間 URI

項目の名前空間 URI。

タイプ文書アノテーション

タイプ用に XML スキーマ内で定義された注
釈、または作成されたタイプの説明。

項目文書アノテーション

項目用に XML スキーマ内で定義された注
釈。

NULL 可能

項目でその値として NULL を保持できるど
うかを示します。

最大オカレンス

項目が発生できる最大回数。

最小オカレンス

項目が発生できる最小回数。

階層データ
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表 7. 「詳細インスペクター」内のファセット
名前

説明

空白

空白の処理方法、つまり、すべての空白を保
持するか、個々の空白を 1 つのスペースに
置き換えるか、またはすべての空白をシング
ル・スペースに置き換えるかを示します。

小数部桁数

小数桁の最大数。

全体の桁数

有効数字の最大数。

最大長

値の長さは、maxLength 以下である必要があ
ります。

最小長

値の長さは、minLength 以上である必要があ
ります。

最大排他

値は、maxExclusive より小さい必要がありま
す。

最小排他

値は、minExclusive より大きい必要がありま
す。

最大包含

値は、maxInclusive 以下である必要がありま
す。

最小包含

値は、minInclusive 以上である必要がありま
す。

列挙値

値は、列挙された値の 1 つと一致する必要
があります。

長さ

項目の長さ。

パターン

項目に定義されたパターン。

入力ステップの出力スキーマ内の項目を選択するか、または出力ステップの入力ス
キーマ内の項目を選択すると、「詳細インスペクター」には選択した DataStage 列
に関する情報が表示されます。
表 8. 「詳細インスペクター」内の DataStage 列定義情報
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名前

説明

タイプ

選択された項目が、1 つのリンクまたは 1
つの列のいずれを表すかを示します。

SQL タイプ

列に定義された SQL タイプ。

キー位置

列がキーとして定義されているかどうかを示
します。

拡張

列の拡張タイプ。

精度

列内に定義された精度値。

スケール

列内に定義されたスケール値。

NULL 可能

列値を NULL にできるかどうかを示しま
す。

レベル番号

列内に定義されたレベル番号。

表示サイズ

列内に定義された表示サイズ。

データ・エレメント

列内に定義されたデータ項目。

説明

列内に定義された説明。

データのマッピング
階層データの変換時に意図したとおりの結果を得るには、ソース・データをターゲ
ット・データにマップする方法を理解することが重要です。

マッピング表を使用した作業
出力ステップおよび XML コンポーザー・ステップなどの一部ステップでは、ター
ゲット・ノードの作成方法を定義したマッピングの作成が必要です。
これらのステップでは、「マッピング」タブにマッピング表が表示されます。 この
表には、ソース、結果、およびターゲットの 3 つの列が含まれます。 ターゲット
列には、ターゲット構造の中のエレメントが表示されます。 ソース列には、ターゲ
ット構造の中にマップされたそれぞれのエレメントのマッピングが含まれます。 結
果列には、現在のマッピングの状況が表示されます。 表には、ターゲット・データ
構造の中の各レベルに対して 1 つの行が含まれます。 すべてのレベルが表示され
ていますが、ターゲット・リスト・ノードからソース・リスト・ノードへのマッ
プ、およびターゲット・コンテンツ・ノードからソース・コンテンツ・ノードへの
マップのみを実行します。 マッピング表によって、リスト・ノードからコンテン
ツ・ノードへのマップも、コンテンツ・ノードからリスト・ノードへのマップも行
うことはできません。
コンテンツ項目はプリミティブ値を持っており、これは、実際の値に対応します。
データの中で繰り返す項目をリストします。 maxOccurs>1、xs:list 項目、およびリ
ンクを持つエレメントは、すべてリスト項目によって表されます。
ソース項目は、ターゲット構造の中のすべての必要な項目にマップされなければな
りません。 ターゲット構造のトップ項目から始めて、下方の項目までマップしま
す。 ターゲット・リスト・ノードからソース・リスト・ノードへのマッピングから
開始します。 ターゲット・リスト・ノードをマップするとすぐに、そのリストのタ
ーゲット・コンテンツ・ノードをマッピングに使用できるようになります。 マップ
された各リスト・ノードのターゲット・コンテンツ・ノードを、ソース・コンテン
ツ・ノードにマップします。
リスト・マッピングは、ターゲット・リストのインスタンスの作成方法を定義しま
す。ソース・リストのそれぞれの項目に対してターゲット項目が作成され、コンテ
ンツ・マッピングは、そのソース項目のコンテキストの中で計算されます。 コンテ
キストは、項目を含むすべての親項目として定義されます。
マッピング表によって、それぞれのターゲット・ノードに対する有効なマッピング
候補のリストが提供されます。 有効な候補は、ターゲット・ツリー内のターゲット
位置、その親マッピング、およびそのデータ・タイプに基づいて評価されます。 そ
して、有効な候補は、ターゲット・ノードおよびパスの名前の類似に基づいてスコ
アが付けられ、順序が決定されます。
項目のマップには 4 つの方法があります。 最初に、マッピング表の中の行を選択
して、次のいずれかのステップを実行します。
1. ソース列の下矢印をクリックして、有効なマッピング候補のリストの一部分を表
示します。 次に、そのリストから項目を選択します。

階層データ
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2. 「自動マップ」をクリックして、マッピング・スコアが最高であったソース項目
を自動的にマップします。 自動マッピングはコンテキストに依存します。 リス
ト項目を選択して「自動マップ」をクリックすると、リスト項目とそのすべての
下層項目が自動的にマップされます。
3. ソース列の下矢印をクリックし、「詳細」をクリックして、全体のソース構造を
ツリーとして表示します。たとえ無効なマッピング候補であっても、ツリーの中
から、どのノードでも選択できます。 無効なノードを選択すると、マッピング
が無効である理由を説明したメッセージが表示されます。
ソース構造をリストとして表示するには、「リスト・ビューに切り替え」をクリ
ックします。 次に、マップする項目を選択します。 リスト・ビューに、「ター
ゲットの類似」ボタンが表示されます。 表示するマッピング候補の数を制御す
るには、ターゲット・スコアを選択します。 選択したスコアよりも高いスコア
の候補のみがリストに表示されます。
4. ターゲット・コンテンツ項目に固定値を割り当てるには、ソース列の下矢印をク
リックして「定数」をクリックし、ターゲット項目にマップするための固定値を
入力します。 「定数」オプションは、リスト項目には使用できないことに注意
してください。
出力ステップでマッピングを実行しているときに、必要のない項目が 1 つ以上ター
ゲットに含まれていることが分かる場合があります。 ターゲット構造から項目を削
除するには、その項目を選択して、表の右端の列にある「削除」アイコンをクリッ
クします。 この操作は、出力リンクからの列の削除に類似しています。
マッピングを変更する場合は、項目を選択して、別のマッピング候補を選択しま
す。
項目のマップに自動マッピング以外の方法を使用する場合、表の 1 番目の列に、マ
ッピングがロックされていることを示す「ロック」アイコンが表示されます。
1 つ以上のマッピングを削除する場合は、項目を選択して「マッピングのクリア」
をクリックします。

マッピング候補の決定
ターゲット構造の項目ごとに、マッピング表は有効なマッピング候補のリストを自
動的に表示します。
マッピング候補リストに表示する候補を決定したり、「自動マップ」オプションに
使用する候補を決定したりするために、マッピング・アルゴリズムは以下の処理を
実行します。
1. 有効なすべてのマッピング候補を含むリストを作成します。有効な候補は、あい
まいでない候補です。
2. 指定されたレベルの変換精度を満たす候補のみを選択します。 デフォルトで
は、変換精度のレベルは「非可逆」です。候補は、実行時エラーを発生させずに
ターゲット・データ・タイプに変換できるデータ・タイプを持っていなければな
りません。
3. ソース項目とターゲット項目の名前およびデータ・タイプの類似性を評価しま
す。 名前およびデータ・タイプの類似性に基づいて各候補にスコアを割り当て
ます。

22

階層データ変換ガイド

4. 「自動マップ」オプションに使用する候補として、スコアが最も高い候補を選択
します。
5. マッピング候補リストに表示する候補として、スコアが最も高い候補を選択しま
す (マッピング候補リストは、マッピング表のソース項目にある下矢印を押すと
表示されます)。 デフォルトでは、上位 5 件の候補がマッピング候補リストに
表示されます。
変換精度のレベルおよび候補リストに表示するマッピング候補の数を変更するに
は、「管理」 > 「マッピングの構成」を選択します。

マッピングの例
ここでは、特定のマッピング候補が有効または無効とされる理由を、例を使用して
説明します。 以下の図にステップ「入力」を示します。 ステップ「入力」には、
互いに対等な以下の項目があります。
v documentID という名前の項目。
v mySourceList という名前のリスト。このリストには項目 sourceChildField および
リスト項目 sourceChildList が含まれており、 sourceChildList には項目
sourceDescendentField が含まれています。
v Peer-List という名前のリスト。このリストには項目 peerField が含まれていま
す。

以下の図に、ステップが受け取り、ターゲット構造に変換するインスタンス・デー
タを示します。

階層データ
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この例で使用する XML データは以下のとおりです。 有効および無効とされるマッ
ピング候補について説明する際には、このデータを参照しながら、データ値が決定
される仕組みについて説明します。
<SourceDoc>>
<documentID>ID001</documentID>
<mySourceList>
<sourceChildField>A1</sourceChildField>
</sourceChildList>
<sourceDescendentField>A11</sourceDescendentField>
</sourceChildList>
<sourceChildList>
<sourceDescendentField>A12</sourceDescendentField>
</mySourceList>
<mySourceList>
<sourceChildField>A2</sourceChildField>
</sourceChildList>
<sourceDescendentField>A21</sourceDescendentField>
</sourceChildList>
<sourceChildList>
<sourceDescendentField>A22</sourceDescendentField>
</mySourceList>
<Peer-List>
<peerField>peer1</peerField>
</Peer-List>
<Peer-List>
<peerField>peer2</peerField>
</Peer-List>
</SourceDoc>
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リスト項目 mySourceList がリスト項目 myTargetList にマップされ、myTargetList
のすべての子項目が正しくマップされている状態を、以下のマッピング表の図に示
します。

有効なマッピング
リストのマッピングによって、ターゲット・リストの項目の作成方法が決まりま
す。 項目の作成中には、ソース・リストの各項目について反復処理を行い、ソー
ス・リストの項目ごとに、新規の項目がターゲット・リストに作成されます。 同様
に、ネストされたループの中で子リストの各項目について反復処理を行います。 コ
ンテンツ・マッピングは、反復のコンテキストで評価されます。 つまり、項目のタ
ーゲット値は、現在反復処理中のソース・リスト項目およびマッピングによって決
まります。
ここに示す例では、以下のマッピングが有効です。
リストのマッピング
mySourceList 内の各項目について、myTargetList に 1 つの項目が作成され
ます。したがって、入力データにある 2 つの mySourceList 項目に対応して
2 つの myTargetList 項目が作成されます。
単純コンテンツのマッピング
最初の myTargetList 項目を作成するために、マッピング
top/result/SourceDoc/mySourceList/sourceChildField が A1 に評価されます。
したがって、targetField の値は A1 です。 2 番目の myTargetList 項目を作
成するために、マッピング top/result/SourceDoc/mySourceList/sourceChildField
が A2 に評価されます。 したがって、targetField の値は A2 です。
上位コンテンツのマッピング
最初の myTargetList 項目を作成するために、マッピング
top/result/SourceDoc/documentID が ID001 に評価されます。 documentID の
値を検索するときには、包含関係が考慮に入れられます。 mySourceList
は、単一の documentID 値しか持たない単一の文書に含まれているため、マ
ッピングにあいまいさはなく、targetDocumentID の値は ID001 になりま
す。 2 番目の myTargetList 項目は、同じ包含関係を持っています。 した
がって、マッピング top/result/SourceDoc/documentID は ID001 に評価され
ます。 結果として、両方のターゲット項目が同じ documentID 値を持つこ
とになります。
子リストのマッピング
有効なマッピングは、常に包含関係を保持します。 したがって、
targetChildList は mySourceList の下層リストにマップする必要があります。
sourceChildList は入力データの中に 2 つの項目を持つため、それぞれの子
リストも項目を 2 つ持ちます。
階層データ

25

包含関係を変更または作成するには、マッピング表を含むステップの前に、
階層結合ステップや結合ステップなどの変換ステップを追加します。

無効なマッピング
マッピング表により、あいまいで無効なマッピングが作成されないようになってい
ます。 あいまいなマッピングは、評価されると複数の値を返す項目をマップした場
合に発生します。 以下のマッピングは無効です。
対等リストのコンテンツである子から子コンテンツ項目へのマッピング
最初の mySourceList で反復処理を実行するときに、マッピング
top/result/SourceDoc/Peer-List/peerField を評価しようとすると、peer1 と
peer2 という 2 つの値 が返されます。 mySourceList 項目の包含関係で
は、いずれの値を返すべきか決定できません。したがってこのマッピングは
あいまいであり、許可されません。

下層リストのコンテンツである子から子コンテンツ項目へのマッピング
最初の mySourceList で反復処理を実行するときに、マッピング
top/result/SourceDoc/sourceChildList/sourceDescendentField を評価しようとす
ると、A11 と A12 という 2 つの値 が返されます。 両方の値が
mySourceList に含まれるため、mySourceList 項目の包含関係では、いずれ
の値を返すべきか決定できません。 したがってこのマッピングはあいまい
であり、許可されません。
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対等リストから子リストへのマッピング
リストのマッピングはあいまいになる場合があります。 最初の
mySourceList で反復処理を実行するときに、マッピング
top/result/SourceDoc/Peer-List を評価しようとしても、このマッピングでは、
最初の Peer-List 項目と 2 番目の Peer-List 項目のいずれを返すべきか決定
できません。 Peer-List と mySourceList の項目の間に包含関係がないた
め、あいまいさを解決することができません。 したがって、このマッピン
グは無効です。

有効な選択を以下の図に示します。

階層データ
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マッピング候補の決定方法の構成
マッピング候補の計算方法および表示方法を構成します。

手順
1. 「管理」をクリックしてから、「マッピング構成」を選択します。
2. 以下の各ステップの 1 つ以上を実行します。
v 「キーとして使用するストリング」フィールドに、適切なキー項目を認識する
ために使用する 1 つ以上のストリングを入力します。 共通キー ID の 1 つ
が含まれた名前の項目は、他の項目よりも高いスコアが付き、キー・フィール
ドに選択項目として提示されます。
v 「データ・タイプの変換精度」フィールドで、「マッピング」表のソース列に
表示されるマッピング候補を選択するために使用するデフォルトの変換精度を
選択します。次の選択項目があります。
同一タイプ
ターゲット項目と同じタイプを保持するソース項目のみがマッピング
候補として提示されます。
可逆

データの損失なしでターゲット項目のタイプに変換できるタイプを保
持するソース項目のみがマッピング候補として提示されます。

非可逆 (デフォルト) 実行時のエラー発生の可能性なしでターゲット項目のタ
イプに変換できるタイプを保持するソース項目のみがマッピング候補
として提示されます。
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v オプションのリストを自動的にマップするには、「オプションのリストをマッ
プします」を選択します。
v オプションのプリミティブ・データ・タイプを自動的にマップするには、「オ
プションの基本データ・タイプをマップします」を選択します。
v 「表示するマッピング候補の数」フィールドで、マッピング候補として表示す
る結果の数を選択します。

XML パーサー・ステップ
XML パーサー・ステップを使用して、同じ構造の 1 つ以上の文書を構文解析しま
す。

XML ソース
XML データのソースとして、次のいずれかを指定します。
ストリング・セット
文書ストリングを含む入力スキーマ項目を選択します。
String、normalizedString、byteString、または XML データ・タイプを持つ項
目のみを選択できます。
単一ファイル
パスとファイル名を入力するか、「パラメーターの挿入」をクリックしてパ
ラメーターの名前を選択します。 使用可能なパラメーターは、ジョブ内で
以前に定義したパラメーター、および IBM InfoSphere DataStage 内にある
組み込みマクロです。 String、normalizedString、または byteString データ・
タイプを持つ項目のみを選択できます。
ファイル・セット
ファイル・セット・オプションを使用して、同じ xsd に基づく複数の xml
ファイルを読み取ります。 実行時に、xml ファイルの絶対パス (例えば
c:¥test.xml) を含む入力スキーマ項目を選択します。
String、normalizedString、または byteString データ・タイプを持つ項目のみ
を選択できます。
フィルターを使用可能にする
文書を構文解析する前に、その文書に適用する XSLT スタイル・シートの
フィルターを使用可能にします。 文書ルートは、XSLT 変換の結果から作
成される文書を反映する必要があります。 このオプションは、処理全体が
メモリー内で行われるため、大きな文書には推奨されません。 大きな文書
の場合は、変換ステップを使用してください。

文書ルート
構文解析している文書を説明するトップレベル・エレメントを選択します。 ライブ
ラリーの名前空間の下に表示するタイプは、トップレベル・エレメント定義です。
XML スキーマ標準に従い、トップレベル・エレメントのみが文書を説明できます。
選択するエレメントの名前は、インスタンス文書内のトップレベル・エレメントの
名前と一致する必要があります。 例えば、順序文書を構文解析する場合、順序エレ
メントを選択します。 エレメントを選択するときに、その構造を表示して、構造が
構文解析する文書にとって正しいかどうかを確認できます。
階層データ
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注: 文書ルートを選択するエレメントは、以前にスキーマ・ライブラリーにインポ
ートされたリソースからのエレメントです。 XML パーサー・ステップの文書ルー
トを含むリソースをインポートする必要があれば、「ライブラリー」タブをクリッ
クして、必要なリソースをインポートします。 その後、アセンブリー・エディター
に戻って、文書ルートを構成します。

検証
デフォルトでは、XML パーサー・ステップが実行されるときは「最小の検証」が使
用されます。「最小の検証」では、すべての検証ルールが無効にされるため、「厳
密な検証」の場合よりも良好なパフォーマンスが得られます。それぞれの検証ルー
ルが「致命的」に設定され、構文解析で最初の無効データが検出されるとすぐにジ
ョブが停止するように、最初は「厳密な検証」に構成されます。 検証をカスタマイ
ズするには、違反が発生したときに実行するアクションを指定します。
検証ルールについて詳しくは、『XML パーサー検証ルール』を参照してください。
XML パーサー・ステップを含む例については、例 1 を参照してください。

XML パーサー検証ルール
デフォルトでは、XML パーサーは最小の検証を使用し、違反は無視します。 検証
をカスタマイズするには、違反が発生したときに実行するアクションを指定しま
す。
次の表に、検証ルールと適用されるアクションを説明しています。
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表 9. 値の検証ルール
ルール

説明

データ・タイプに正しく
ない値があります

値は、対応する項目のデ
ータ・タイプの値ルール
に一致しなければなりま
せん。

アクション
無視

タイプ検査およびタイプ変
換は実行されません。 スキ
ーマで定義されたときの項
目のタイプは、ストリン
グ・タイプに置換されま
す。 例えば、スキーマに日
付タイプの startDate という
項目が含まれている場合、
その項目のステップ出力で
のタイプは、日付ではなく
ストリングになります。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
タイプ検査が実行されま
す。 タイプの検査が失敗す
ると、失敗のたびか、文書
全体で 1 回、ログ・エラー
が報告されます。ただし、
構文解析は続行されます。
タイプ変換は実行されませ
ん。ステップ出力での項目
の実際のタイプは、ストリ
ング・タイプに置換されま
す。
リジェクト
タイプ検査およびタイプ変
換が実行されます。 無効値
は、無効な文書の構文解析
でのみ失敗となります。
XML パーサー・ステップの
ステップ出力に、新規グル
ープとして ParsingStatus 項
目が追加されます。この項
目は、False に設定され、対
応するエラー・メッセージ
を含みます。
致命的 タイプ検査およびタイプ変
換が実行されます。 無効値
が検出されると、ジョブは
失敗します。
デフォルト値に変換
タイプ検査およびタイプ変
換が実行されます。 無効値
は、デフォルト値に置換さ
れます。

階層データ
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表 9. 値の検証ルール (続き)
ルール

説明

値はファセット制約に失
敗します
注: このルールを有効に
すると、「データ・タイ
プに正しくない値があり
ます」ルールにも、「値
はファセット制約に失敗
します」ルールに選択し
たのと同じ値が設定され
ます。

値は、対応する項目タイ
プのファセットに対して
検査されます。

アクション
無視

ファセット検査は実行され
ません。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
ファセット検査が実行され
ます。 違反に対してログ・
エラーが発行され、構文解
析は続行されます。
リジェクト
ファセット検査が実行され
ます。 無効値は、無効な文
書の構文解析でのみ失敗と
なり、ParsingStatus 項目
(XML パーサー・ステップ
のステップ出力に新規グル
ープとして追加された項目)
は、False に設定され、対応
するエラー・メッセージを
含みます。
致命的 ファセット検査が実行され
ます。 無効値が検出される
と、ジョブは失敗します。
デフォルト値に変換
ファセット検査が実行され
ます。 無効値は、デフォル
ト値に置換されます。
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表 9. 値の検証ルール (続き)
ルール

説明

NULL 値を持つことがで
きない項目の値が NULL

NULL 可能でない項目が
検査され、NULL 値が含
まれていないことが確認
されます。

アクション
無視

NULL 検査は実行されませ
ん。 XML パーサー・ステ
ップのステップ出力のすべ
ての項目は、NULL 可能に
なります。 ステップ出力の
すべての項目は、NULL 可
能になります。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
NULL 検査が実行され、ロ
グ・エラーが発行されま
す。 NULL 値が設定されま
す。 この結果として、XML
パーサー・ステップのステ
ップ出力のすべての項目
は、NULL 可能になりま
す。
リジェクト
NULL 検査が実行されま
す。 無効値は、無効な文書
の構文解析でのみ失敗とな
り、ParsingStatus 項目
(XML パーサー・ステップ
のステップ出力に新規グル
ープとして追加された項目)
は、False に設定され、対応
するエラー・メッセージを
含みます。
致命的 NULL 検査が実行されま
す。 無効値が検出される
と、ジョブは失敗します。
デフォルト値に変換
NULL 検査が実行されま
す。 無効値は、デフォルト
値に置換されます。
この値にはデータを書き込まない
NULL 検査は実行されませ
ん。出力列にデータは含ま
れません。
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表 9. 値の検証ルール (続き)
ルール

説明

アクション

欠損値にグローバル・デ
フォルト値を使用

欠損値はデフォルト値と
置換されます。

偽

スキーマで項目のデフォル
ト値が定義されている場合
は、そのデフォルト値が使
用されます。 定義されてい
なければ、値は nil に設定
されます。

真

スキーマで項目のデフォル
ト値が定義されている場合
は、そのデフォルト値が使
用されます。 定義されてい
なければ、値は、「アセン
ブリー管理」パネルで指定
されたデフォルト値に設定
されます。

偽

トリミングは実行されませ
ん。

真

値の両側でトリミングが実
行されます。

値のトリム

タイプ検査およびタイプ
変換を行う前に、値の前
後の空白を削除します。

表 10. 構成の検証ルール
ルール

説明

アクション

文書の形式が誤っていま
す

文書の形式が誤っていま
す。

無視

エラー・メッセージはログ
に記録されません。

文書ごとにログに記録
エラー・メッセージがログ
に記録されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (XML パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 文書の形式が誤っている
と、ジョブは失敗します。
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表 10. 構成の検証ルール (続き)
ルール

説明

項目がスキーマの中で宣
言されていません

インスタンス文書の項目
は、スキーマの中で宣言
されていなければなりま
せん。 ジョブが古いバ
ージョンのスキーマを使
用していると、違反が発
生する可能性がありま
す。

アクション
無視

エラー・メッセージはログ
に記録されません。 項目
は、最も有力な推測に基づ
いて構文解析されます。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
エラー・メッセージはログ
に記録されます。 項目は、
最も有力な推測に基づいて
構文解析されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (XML パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 スキーマの中で宣言されて
いない項目が検出される
と、ジョブは失敗します。

NULL エレメントに値が
ある

NULL 可能項目が検査さ
無視
エラー・メッセージはログ
れ、データ値が含まれて
に記録されません。 項目
いないことが確認されま
は、最も有力な推測に基づ
す。これは、XML 文書
いて構文解析されます。
で NULL 可能が true に
設定されているような項 発生ごとにログに記録。文書ごとに
目にのみ適用されます。 ログに記録
エラー・メッセージはログ
に記録されます。 項目は、
最も有力な推測に基づいて
構文解析されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (XML パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 NULL エレメントに値があ
ると、ジョブは失敗しま
す。

階層データ

35

表 10. 構成の検証ルール (続き)
ルール

説明

必須項目がない

インスタンス文書の中で
項目は正確に出現する必
要があります。 必須属
性がないか、順序コンテ
ンツの中でエレメントの
出現順序が間違っていれ
ば、違反が発生する可能
性があります。

アクション
無視

必須項目の検査は実行され
ません。 エラー・メッセー
ジはログに記録されませ
ん。 この結果として、ステ
ップ出力のすべての項目
は、オプションになりま
す。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
エラー・メッセージはログ
に記録されます。 たとえデ
ータが欠落していても、構
文解析は続行されます。 こ
の結果として、ステップ出
力のすべての項目は、オプ
ションになります。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (XML パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 必須項目がないと、ジョブ
は失敗します。
リストの出現回数が無効
です

出現回数は、スキーマで
定義された最小オカレン
ス属性値と最大オカレン
ス属性値の範囲内の値で
なければなりません。

無視

エラー・メッセージはログ
に記録されません。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
エラー・メッセージはログ
に記録されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (XML パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 リストの出現回数が無効で
あれば、ジョブは失敗しま
す。
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表 10. 構成の検証ルール (続き)
ルール

説明

ID 値がユニークではあり 各文書にユニークな ID
ません
がなければなりません。

アクション
無視

エラー・メッセージはログ
に記録されません。

発生ごとにログに記録。文書ごとに
ログに記録
エラー・メッセージはログ
に記録されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (XML パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 重複する ID 値が検出され
ると、ジョブは失敗しま
す。

特定の項目の構文解析方法の制御
チャンクとしてのデータの受け渡し、タイプ派生の無効化、または再帰項目からリ
スト項目への変更を行います。

このタスクについて
デフォルトでは、XML パーサー・ステップは、指定されたスキーマをスキーマ内の
すべての項目に適用します。 しかし、特定の項目にスキーマを適用したくない場合
もあります。 特定の項目の構文解析方法を制御するには、「チャンク」、「タイプ
派生を使用不可に設定」、または「再帰からリスト」のいずれかの構文解析オプシ
ョンを適用します。
データが構文解析されないようにするには、「チャンク」オプションを使用しま
す。このオプションをスキーマ項目に適用すると、項目およびその子項目 (存在す
る場合) のすべてのデータが単一のストリングに連結され、そのストリングがチャ
ンクとして次のステップまたはステージに渡されます。 「チャンク」オプション
は、構文解析しようとするデータがスキーマと整合しない場合に便利です。 その場
合は、データをチャンクとして渡し、以降のステップまたはステージでチャンクを
構文解析することができます。 「チャンク」オプションの別の使用法として、検証
ルールを文書の特定のセクションのみに適用する場合が挙げられます。 その場合
は、データをチャンクとして渡した上で、以降の XML パーサー・ステップで、特
にそのチャンクに適用する検証ルールを構成することができます。
スキーマ・ツリーが不必要に複雑化するのを避けたり、処理を最適化したりするに
は、「タイプ派生を使用不可に設定」オプションを使用します。 XML スキーマに
は派生を含めることができます。 例えば、スキーマが基本エレメントを定義すると
ともに、その基本エレメントから属性を継承する (その基本エレメントから派生す
階層データ
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る) 子エレメントを定義している場合は、派生が発生します。 デフォルトでは、
XML パーサー・ステップがスキーマ・ツリーを作成するときに、すべての子エレメ
ントが基本エレメントから継承する属性が、すべてツリーに含められます。 このス
キーマ拡充により、エレメントに関する情報が失われないことが保証されます。 デ
ータで子エレメントが不要であることが判明している場合は、スキーマの基本エレ
メントを選択してタイプ派生を使用不可にすることができます。
再帰タイプを項目のリストに変換するには、「再帰からリスト」オプションを使用
します。属性 recursiveParentReferenceID および recursiveID がスキーマに追加さ
れ、パーサーが生成する固有キーを通じて関係が維持されます。 recursiveID は、再
帰のそれぞれの親の固有キーです。 recursiveParentReferenceID 属性は、それぞれの
子の親のキーを保持します。

手順
1. XML パーサー・ステップの「文書ルート」ウィンドウで、構文解析オプション
を適用する項目を右クリックします。
2. 表示されるメニューから、構文解析オプションを選択します。

タイプに応じたデフォルト値の設定
タイプのデフォルト値をスキーマが定義していない場合に使用する XML パーサー
のデフォルト値を指定します。

手順
1. アセンブリー・エディターで「管理」をクリックし、「デフォルトのデータ・タ
イプ値」を選択します。
2. デフォルト値を入力します。
3. XML パーサー・ステップで「検証」ウィンドウを開き、「欠損値にグローバ
ル・デフォルト値を使用」ルールを「真」に設定します。

XML コンポーザー・ステップ
指定された構造を使用して、XML コンテンツを構成します。

XML ターゲット
ファイルに書き込む
構成されるファイルの出力ディレクトリーおよびファイル名接頭部を入力す
るか、「パラメーターの挿入」をクリックして、出力ディレクトリーおよび
ファイル名接頭部のパラメーターの名前を選択します。 使用可能なパラメ
ーターは、ジョブ内で以前に定義したパラメーター、および IBM
InfoSphere DataStage 内にある組み込みマクロです。
ストリングとして渡す
その後の処理のために、構成された XML ストリングをダウンストリーム
のステップまたはステージに渡します。
ラージ・オブジェクトとして渡す
構成された XML ストリングをラージ・オブジェクト (LOB) として渡しま
す。 最終ターゲット・ステージ (ジョブ内の最後のステージ) は、DB2
Connector、Oracle Connector、ODBC Connector、Teradata Connector、または
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WebSphere MQ Connector といった LOB を認識するステージでなければな
りません。 これらのステージは LOB ロケーター・ストリングを使用して
XML データを取得し、それをターゲット・データベースまたはメッセー
ジ・キューに書き込みます。 ジョブに LOB を認識しないステージを含め
ることはできますが、これらのステージで LOB ロケーター・ストリングを
変更してはなりません。 ジョブの最後のステージが LOB を認識しない場
合、LOB ロケーターは、ロケーターとして解釈されるのではなく、データ
として書き込まれます。

文書ルート
構成している文書を説明するトップレベル・エレメントを選択します。 ライブラリ
ーの名前空間の下に表示するタイプは、トップレベル・エレメント定義です。 XML
スキーマ標準に従い、トップレベル・エレメントのみが文書を説明できます。 選択
するエレメントの名前は、インスタンス文書内のトップレベル・エレメントの名前
と一致する必要があります。 例えば、順序文書を構成する場合、順序エレメントを
選択します。 エレメントを選択するときに、その構造を表示して、構造が構成する
文書にとって正しいかどうかを確認できます。
注: 文書ルートを選択するエレメントは、以前にスキーマ・ライブラリーにインポ
ートされたリソースからのエレメントです。 XML コンポーザー・ステップの文書
ルートを含むリソースをインポートする必要があれば、「ライブラリー」タブをク
リックして、必要なリソースをインポートします。 その後、アセンブリー・エディ
ターに戻って、文書ルートを構成します。

検証
デフォルトでは、XML コンポーザーは「厳密な検証」を使用し、違反が発生する
と、ジョブは失敗します。 検証をカスタマイズするには、違反が発生したときに実
行するアクションを指定します。
検証ルールについて詳しくは、 41 ページの『XML コンポーザー検証ルール』を参
照してください。

マッピング
document_collection 項目へのマッピングを作成します。 この項目をマップする方法
によって、作成される文書が 1 つであるか複数であるかが決まります。 1 つの文
書のみを作成するには、入力のルート (トップ) を document_collection にマップし
ます。 複数の文書を作成するには、リスト項目を document_collection 項目にマッ
プします。 これで、リスト内のそれぞれの項目に対して 1 つのファイルが作成さ
れます。 マッピングについて詳しくは、 21 ページの『マッピング表を使用した作
業』を参照してください。

ヘッダー
XML 出力の先頭に含めるオプションの追加情報を指定します。
XML フラグメントの生成
XML 宣言、コメント、および処理命令は含めません。
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XML 宣言を含める
XML 宣言を含めます。例えば、<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
です。
コメントを含める
「コメント」フィールドに入力するコメントを含めます。
処理命令を含める
「処理命令」フィールドに入力する処理命令を含めます。 それぞれの処理
命令は、<? タグと ?> タグで囲みます。
schemaLocation を組み込む
「スキーマ・ロケーション」フィールドに入力された値を設定した
schemaLocation 属性を XML ファイルに組み込みます。
noNamespaceSchemaLocation を組み込む
「名前空間なしのスキーマ・ロケーション」フィールドに入力された値を設
定した noNamespaceSchemaLocation 属性を XML ファイルに組み込みま
す。

フォーマット
エンコード・タイプ
文書に使用するエンコードを選択します。 デフォルトのエンコードは
UTF-8 です。
フォーマット・スタイル
次に示す、XML 出力に適用するフォーマット・オプションのボックスにチ
ェック・マークを付けます。
v インデント・レベルごとのスペース – XML 出力の各インデント・レベ
ルに使用する文字数を選択します。
v 改行のスタイル – 改行のタイプを選択します。 選択項目は「UNIX
(LF)」、「DOS(CRLF)」、または「MAC(CR)」です。
v タイム・ゾーン – +14:00 から -14:00 の範囲でタイム・ゾーン値を指定
します。コンポーザーの出力データに日付データ・タイプのいずれかのエ
レメント (time、dateTime、または gMonth) が含まれる場合、コンポーザ
ー・ステップにより、日付データ・タイプは指定されたタイム・ゾーンに
従って変換され、変換されたデータがコンポーザーの出力データに追加さ
れます。コンポーザーの出力データにタイム・ゾーン情報が含まれていな
い場合、テキスト・フィールドに指定されたタイム・ゾーンがコンポーザ
ーの出力データに追加されます。
「パラメーターの挿入」オプションを選択することで、タイム・ゾーンが
含まれたパラメーターを、デザイン時に指定するのではなく、実行時に挿
入できます。
v デフォルト値を持つ属性の省略 – デフォルト値があってデータ内にある
属性の場合、または固定値を持つ属性の場合は、XML 出力から値を省略
します。
v NULL エレメントの省略 – データ内にない NULL 可能エレメントの場
合は、XML 出力からエレメントを省略します。
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XML コンポーザー・ステップの使用例は、『例 2』および『例 3』を参照してくだ
さい。

XML コンポーザー検証ルール
デフォルトでは、XML コンポーザーは「厳密な検証」を使用し、違反が発生する
と、ジョブは失敗します。 検証をカスタマイズするには、違反が発生したときに実
行するアクションを指定します。
次の表に、検証ルールと適用されるアクションを説明しています。
表 11. 値の検証ルール
ルール

説明

データ・タイプに正しくない
値があります

値は、対応する項目のデー
タ・タイプの値ルールに一致
しなければなりません。

アクション
無視

タイプ検査およびタ
イプ変換は実行され
ません。 マッピン
グ表のターゲット列
の項目のデータ・タ
イプは、ストリン
グ・データ・タイプ
と置換されます。

発生ごとにログに記録。文書
ごとにログに記録
タイプ検査が実行さ
れます。 タイプの
検査が失敗すると、
失敗のたびか、文書
全体で 1 回、ロ
グ・エラーが報告さ
れます。ただし、構
文解析は続行されま
す。 タイプ変換は
実行されません。マ
ッピング表のターゲ
ット列の項目のデー
タ・タイプは、スト
リング・データ・タ
イプと置換されま
す。
致命的 (デフォルト) タイプ
検査およびタイプ変
換が実行されます。
無効値が検出される
と、ジョブは失敗し
ます。
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表 11. 値の検証ルール (続き)
ルール

説明

値はファセット制約に失敗し
ます
注: このルールを有効にす
ると、このルールに選択した
同じアクションに「データ・
タイプに正しくない値があり
ます」ルールも設定されま
す。

値は、対応する項目タイプの
ファセットに対して検査され
ます。

アクション
無視

ファセット検査は実
行されません。

発生ごとにログに記録。文書
ごとにログに記録
ファセット検査が実
行されます。 エラ
ーはログに記録され
ます。
致命的 (デフォルト) ファセ
ット検査が実行され
ます。 無効値が検
出されると、ジョブ
は失敗します。

NULL 値を持つことができな NULL 可能でない項目が検査
無視
い項目の値が NULL
され、NULL 値が含まれてい
ないことが確認されます。

NULL 検査は実行さ
れません。 マッピ
ング表のターゲット
列のすべての項目
は、NULL 可能にな
ります。

発生ごとにログに記録。文書
ごとにログに記録
NULL 検査が実行さ
れ、エラーはログに
記録されます。
NULL 値が設定され
ます。 この結果と
して、マッピング表
のターゲット列のす
べての項目は、
NULL 可能になりま
す。
致命的 (デフォルト) NULL
検査が実行されま
す。 無効値が検出
されると、ジョブは
失敗します。
この値にはデータを書き込ま
ない
NULL 検査は実行さ
れません。出力で
は、エレメントのデ
ータは書き込まれま
せん。すなわち、出
力には空のエレメン
トが表示されます。
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表 11. 値の検証ルール (続き)
ルール

説明

値のトリム

タイプ検査およびタイプ変換
を行う前に、値の前後の空白
を削除します。

アクション
偽

トリミングは実行さ
れません。

真

(デフォルト) 値の両
側でトリミングが実
行されます。

表 12. 構成の検証ルール
ルール

説明

必須項目がない

インスタンス文書の中で項目
は正確に出現する必要があり
ます。 必須属性がないか、
順序コンテンツの中でエレメ
ントの出現順序が間違ってい
れば、違反が発生する可能性
があります。

アクション
無視

必須項目の検査は実
行されません。 エ
ラー・メッセージは
ログに記録されませ
ん。 この結果とし
て、マッピング表の
ターゲット列のすべ
ての項目は、オプシ
ョンになり、それら
の項目のマッピング
を提供する必要はあ
りません。

発生ごとにログに記録。文書
ごとにログに記録
エラー・メッセージ
はログに記録されま
す。 欠損値に値は
入力されません。
この結果として、マ
ッピング表のターゲ
ット列のすべての項
目は、オプションに
なります。
致命的 (デフォルト) 必須項
目がないと、ジョブ
は失敗します。
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表 12. 構成の検証ルール (続き)
ルール

説明

リストの出現回数が無効です

出現回数は、スキーマで定義
された最小オカレンス属性値
と最大オカレンス属性値の範
囲内の値でなければなりませ
ん。

アクション
無視

エラー・メッセージ
はログに記録されま
せん。

発生ごとにログに記録。文書
ごとにログに記録
エラー・メッセージ
はログに記録されま
す。
リジェクト
ComposingStatus 項
目 (XML コンポー
ザー・ステップのス
テップ出力に新規グ
ループとして追加さ
れた項目) は、False
に設定され、対応す
るエラー・メッセー
ジを含みます。
致命的 (デフォルト) リスト
の出現回数が無効で
あれば、ジョブは失
敗します。

JSON 変換
Hierarchical Data ステージを使用して、強力な階層変換を作成します。また、ハイ
パフォーマンスでスケーラビリティーのある方法で、JSON データを解析し、構成
します。
JSON (JavaScript Object Notation) は、構造化されたデータを表すための軽量なデー
タ交換フォーマットです。JSON は JavaScript 言語から派生したものです。
Hierarchical Data ステージを使用して JSON データを構文解析および構成する場
合、一部の制限が適用されます。既知の制限のリストについては、
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21639597を参照してください。

スキーマの管理
Hierarchical Data ステージを使用して JSON データを構文解析または構成する前
に、データを表す JSON データ・インスタンスをメタデータ・リポジトリーにイン
ポートする必要があります。JSON ファイルをメタデータ・リポジトリーにインポ
ートしたり、すべての InfoSphere DataStage プロジェクトで共有できるライブラリ
ーに編成したりするには、スキーマ・ライブラリー・マネージャーを使用します。
JSON データ・インスタンスをインポートすると、スキーマ・ライブラリー・マネ
ージャーによりインスタンスが自動的に検証され、データにエラーが含まれている
かどうか確認されます。データ・インスタンスが有効の場合、スキーマ・ライブラ
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リー・マネージャーにより、インスタンス内のデータのタイプと構造を表すスキー
マがメタデータ・リポジトリー内に作成されます。「参照」をクリックすると、ラ
イブラリーを開いてインポートされたスキーマを表示すること、およびスキーマの
型構造を参照することができます。これらのタイプを使用して Hierarchical Data ス
テージでの JSON 処理を定義します。
ライブラリーを作成する場合は、ライブラリーの固有の名前および (オプションの)
カテゴリー名を指定します。 ライブラリー名は、すべてのカテゴリーにわたって固
有でなければなりません。 ライブラリーをカテゴリー別に編成しておくと、特定の
ライブラリーを後から探すことができます。
1 つのライブラリー内で同じグローバル型定義を繰り返すことはできませんが、2
つの異なるライブラリーで同じ型定義を使用することはできます。各ライブラリー
を使用して、1 つの JSON データ・インスタンスのみインポートできます。
エレメントを選択または選択解除し、チャンキング処理を実行することで、生成さ
れた JSON スキーマの上にビューを作成できます。

スキーマ・ライブラリー・マネージャーのオープン
スキーマ・ライブラリー・マネージャーは、Hierarchical Data ステージに含めるジ
ョブで使用するスキーマのインポートに使用します。

このタスクについて
スキーマ・ライブラリー・マネージャーは、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー から、またはアセンブリー・エディターから使用可能な
「ライブラリー」タブから開くことができます。

手順
以下のいずれかを行います。
v InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー で、「インポート」 > 「スキ
ーマ・ライブラリー・マネージャー」を選択します。
v アセンブリー・エディターで「ライブラリー」タブをクリックします。

ライブラリーおよびリソースに関する操作
「スキーマ・ライブラリー・マネージャー」を使用して、JSON ファイルなどのリ
ソースをインポートし、またリソースのライブラリーを作成および管理します。
istool コマンド・ラインを使用して、IBM InfoSphere Information Server のメタデー
タ・リポジトリー間の規則ライブラリーを転送します。ライブラリーはメタデー
タ・リポジトリー内に保管され、Hierarchical Data ステージを使用するすべてのジ
ョブ内で利用できます。 メタデータ・リポジトリー内では、規則ライブラリーは後
ろに拡張子の .cl が付いたライブラリー名によって表されます。 InfoSphere
Information Server の複数のインストール済み環境を使用する場合、規則ライブラリ
ーをあるインストール済み環境から別のインストール済み環境に (例えば、テスト
環境から実稼働環境に) 転送することができます。
規則ライブラリーは、istool 機能を使用してインポートおよびエクスポートを行うこ
とができます。詳しくは、『』を参照してください。 コマンド・ラインを使用した
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共通メタデータ資産のエクスポートとインポートについて詳しくは、
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdrassets.htmlを参照してください。
表 13. ライブラリーに関する操作
タスク

アクション

ライブラリーの作成

1. 「新規ライブラリー」をクリックしま
す。
2. 名前を入力します。
3. 説明、および新規または既存のカテゴリ
ーの名前を入力します。

ライブラリー・リストの更新

「ライブラリー」ペインの上部にある「更
新」アイコンをクリックします。

ライブラリーの削除

ライブラリーを選択して、「削除」をクリッ
クします。

ライブラリーのオープン

ライブラリーを選択して、「開く」をクリッ
クします。ライブラリーは、検証済みでエラ
ーのない場合にしか開くことはできません。
「タイプ」タブには、名前空間のリストと属
しているタイプが表示されます。 あるタイ
プのスキーマを表示するには、「タイプ」タ
ブからそのタイプを選択します。 あるノー
ドのファセットと属性を表示するには、「ス
キーマ」タブからそのノードを選択します。

ライブラリーの再カテゴリー化

ライブラリーを別のカテゴリーに移動するに
は、ライブラリーの詳細の「カテゴリー」フ
ィールドを編集します。

表 14. リソースに関する操作
タスク

アクション

リソースのインポート

1. ライブラリーの名前を選択して、「新規リソースのイ
ンポート」をクリックします。
2. インポートするファイルを選択して、「開く」をクリ
ックします。 1 つの json ファイルを選択できます。
zip ファイルから json ファイルをインポートするこ
とはできません。
3. 必要なリソースのすべてをライブラリーにインポート
すると、ライブラリーは自動的に検証されます。 ライ
ブラリーが有効な場合、緑色のチェック・マークがそ
の名前の横に表示されます。 ライブラリーが無効な場
合、赤い感嘆符がその名前の横に表示されます。
4. ライブラリーが無効な場合、「検証」をクリックして
エラーのリストを表示します。
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表 14. リソースに関する操作 (続き)
タスク

アクション

スキーマ内のタイプの表示

「タイプ」タブと「スキーマ」タブを表示するには、ライ
ブラリーの名前をダブルクリックします。「タイプ」タブ
で、名前空間の横の正符号をクリックして、名前空間に属
しているタイプのリストを表示します。タイプをクリック
して、「スキーマ」タブにそのタイプのスキーマを表示し
ます。タイプとそれらの構造を表示することは、さまざま
な理由で役立ちます。 トップレベル・エレメント名をタ
イプ名と突き合わせて、どのタイプが特定の文書インスタ
ンスに対応するかを判断することができます。情報のどの
部分がオプションで、その部分を類似した文書に組み込む
ことができるかを判別することができます。 変換オプシ
ョンを設定する方法を理解できるように、データの特性を
表示することができます。

リソースのエクスポート

リソースを選択してから「エクスポート」をクリックし、
リソースのコピーをローカル・コンピューターに保存しま
す。

リソースの更新

リソースを変更した後、それをライブラリー内で更新した
い場合、そのリソースを選択してから、「選択したリソー
スの置換」をクリックします。 更新されたリソースは、
そのリソースの前のバージョンを使用したジョブに影響を
与えません。 更新したバージョンを既存のジョブで使用
するには、アセンブリーを編集する必要があります。

リソースの削除

リソース名の横に表示された「削除」アイコンをクリック
します。 リソースの削除は、そのリソースを使用する既
存のジョブに影響を与えません。

ライブラリー内のリソースの表示

ライブラリーの名前をクリックします。 Hierarchical Data
ステージでは、「リソース」ビューによってライブラリー
内のスキーマごとのファイルの場所と名前空間が表示され
ます。 各スキーマに関するその他の詳細を表示するに
は、スキーマの名前をクリックします。

リソースの詳細の編集

「ファイルの場所」フィールドと「説明」フィールドしか
更新することはできません。 ファイルの場所を更新する
と、ライブラリーは自動的に検証されます。

スキーマ・ライブラリーの JSON スキーマの作成
ライブラリーを作成し、JSON ファイルをインポートして JSON スキーマを作成で
きます。

このタスクについて
JSON インスタンスを選択すると、規則ライブラリーにより、その JSON インスタ
ンスから XML スキーマが導出され、導出されたスキーマが規則ライブラリーにイ
ンポートされます。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を始動します。
2. アセンブリー・エディターの「ライブラリー」タブをクリックして、「規則ライ
ブラリー」ウィンドウを開きます。
3. 「規則ライブラリー」ウィンドウで「新規ライブラリー」をクリックします。
4. 「新規規則ライブラリー」ウィンドウで、ライブラリーの名前を入力し、
「OK」をクリックします。
5. 作成したライブラリーを選択し、「リソース・ビュー」から「新規リソースのイ
ンポート」をクリックして JSON ファイルをインポートします。
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6. ファイルのリストから JSON ファイルを選択します。ファイル・タイプとして
.json、.jsn、または .jsd を使用できます。
7. 「OK」をクリックして、「ライブラリー」ウィンドウを閉じます。 規則ライブ
ラリーにより JSON ファイルから XML スキーマが導出されます。

JSON パーサー・ステップ
JSON パーサー・ステップを使用して、同じ構造の 1 つ以上の文書を構文解析しま
す。

JSON ソース
このセクションでは、JSON データのソースを指定します。
ストリング・セット
JSON データを含むノードを選択します。このノードとして、DataStage の
前の入力ステップからのフィールド、または前のパーサー・ステップからの
チャンク済みノードを使用できます。JSON データを含む項目のみ選択でき
ます。
単一ファイル
パスとファイル名を入力するか、「パラメーターの挿入」をクリックしてパ
ラメーターの名前を選択します。 ジョブで定義したパラメーターおよび
IBM InfoSphere DataStage にある組み込みマクロを選択できます。
ファイル・セット
実行時に JSON ファイルの完全ファイル・パスを含む入力スキーマ項目を
選択します。例えば、完全ファイル・パスは C:¥test.json などです。このオ
プションを使用すると、同じスキーマに基づく複数の JSON ファイルを読
み取ることができます。

文書ルート
構文解析する JSON データを表す JSON スキーマのトップレベル・エレメントまた
はビューを選択します。JSON スキーマは、JSON データ・インスタンスをスキー
マ・ライブラリーにインポートする間に生成されるスキーマです。
文書ルートを選択すると、エレメントのリストには、文書ルートとして選択されて
いるリソースで使用できるエレメントのみ含まれます。

検証
デフォルトでは、JSON パーサー・ステップが実行されるとき、「最小の検証」が
使用されます。「最小の検証」では、一部の検証ルールが無効化されるため、「厳
密な検証」よりもパフォーマンスは向上します。「厳密な検証」を構成すると、各
検証ルールは「致命的」に設定され、入力ファイルに無効なデータが含まれる場合
には、ジョブは異常終了します。検証をカスタマイズするには、違反が発生した場
合に実行するアクションを指定します。
関連タスク:
216 ページの『例 1: JSON データの構文解析』
JSON パーサー・ステップを使用して、1 つの JSON データ・ファイルに保管され
ている連絡先データを構文解析し、その情報を 2 つのフラット・ファイルに入れる
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簡単なジョブを作成できます。

JSON パーサー検証ルール
デフォルトでは、JSON パーサーは最小の検証を使用し、違反は無視します。 検証
をカスタマイズするには、違反が発生したときに実行するアクションを指定しま
す。
次の表で、検証ルールと、ルールの設定に基づき JSON パーサーが実行できるアク
ションについて説明します。
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表 15. 値の検証ルール
ルール

説明

データ・タイプに正しく
ない値があります

値は、対応する項目のデ
ータ・タイプの値ルール
に準拠していなければな
りません。

アクション
無視

タイプ検査は実行されませ
ん。スキーマで定義されて
いる項目のデータ・タイプ
は String タイプに置き換え
られます。例えば、スキー
マに decimal データ・タイ
プの income という名前の
項目が含まれる場合、ステ
ップ出力でのその項目のデ
ータ・タイプは String にな
ります。

発生ごとにログに記録、1 文書につ
き 1 回ログに記録
「発生ごとにログに記録」
では、エラーが発生するた
びにそのエラーがログに記
録され、「1 文書につき 1
回ログに記録」では、文書
全体のすべてのエラーのう
ち、最初に発生したエラー
がログに記録されます。
リジェクト
タイプ検査が実行されま
す。無効値は、無効な文書
の構文解析でのみ失敗とな
ります。 ParsingStatus 項目
が、新規グループとして
JSON パーサー・ステップ
のステップ出力に追加さ
れ、False に設定されます。
ParsingStatus 項目には、対
応するエラー・メッセージ
が含まれます。
致命的 タイプ検査が実行されま
す。無効値が検出される
と、ジョブは失敗します。
グローバル・デフォルト値を使用
キーに対して値が指定され
ていない場合、管理ページ
で指定されている値が取得
されます。
値のトリム
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タイプ検査およびタイプ
変換を行う前に、値の前
後の空白を削除します。

偽

トリミングは実行されませ
ん。

真

値の両側でトリミングが実
行されます。

表 16. 構成の検証ルール
ルール

説明

アクション

文書の形式が誤っていま
す

文書の形式が誤っていま
す。

無視

エラー・メッセージはログ
に記録されません。

1 文書につき 1 回ログに記録
エラー・メッセージがログ
に記録されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (JSON パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 文書の形式が誤っている
と、ジョブは失敗します。
項目がスキーマの中で宣
言されていません

インスタンス文書の項目
は、スキーマの中で宣言
されていなければなりま
せん。 ジョブで古いバ
ージョンのスキーマが使
用されている場合、違反
が発生する可能性があり
ます。

無視

エラー・メッセージはログ
に記録されません。 項目
は、最も有力な推測に基づ
いて構文解析されます。

発生ごとにログに記録、1 文書につ
き 1 回ログに記録
エラー・メッセージはログ
に記録されます。 項目は、
最も有力な推測に基づいて
構文解析されます。
リジェクト
ParsingStatus 項目 (JSON パ
ーサー・ステップのステッ
プ出力に新規グループとし
て追加された項目) は、
False に設定され、対応する
エラー・メッセージを含み
ます。
致命的 スキーマの中で宣言されて
いない項目が検出される
と、ジョブは失敗します。

JSON コンポーザー・ステップ
JSON スキーマ、または JSON スキーマから作成されたビューを使用して、JSON
データを構成します。

JSON ターゲット
ファイルに書き込む
構成するファイルの出力ディレクトリーおよびファイル名接頭部を入力する
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か、「パラメーターの挿入」をクリックし、出力ディレクトリーおよびファ
イル名接頭部のパラメーターの名前を選択します。使用可能なパラメーター
は、ジョブ内で以前に定義したパラメーター、および IBM InfoSphere
DataStage 内にある組み込みマクロです。
ストリングとして渡す
その後の処理のために、構成された JSON ストリングをダウンストリーム
のステップまたはステージに渡します。
ラージ・オブジェクトとして渡す
構成された JSON ストリングをラージ・オブジェクト (LOB) として渡しま
す。 ジョブの最終ステージは、DB2 Connector、Oracle Connector、ODBC
Connector、Teradata Connector、Websphere MQ Connector などの LOB 認識
ステージでなければなりません。これらのステージは LOB ロケーター・ス
トリングを使用して JSON データを取得し、それをターゲット・データベ
ースまたはメッセージ・キューに書き込みます。 ジョブに LOB を認識し
ないステージを含めることはできますが、これらのステージで LOB ロケー
ター・ストリングを変更しないでください。ジョブの最後のステージで
LOB が認識されない場合、LOB ロケーターは、データとして書き込まれ、
ロケーターとして解釈されません。

文書ルート
構成する JSON データを表す JSON スキーマのトップレベル・エレメントまたはビ
ューを選択します。JSON スキーマは、JSON データ・インスタンスをスキーマ・ラ
イブラリーにインポートする間に生成されるスキーマです。

検証
デフォルトでは、JSON コンポーザーは「厳密な検証」を使用し、違反が発生する
と、ジョブは失敗します。 検証をカスタマイズするには、違反が発生したときに実
行するアクションを指定します。

マッピング
document_collection 項目へのマッピングを作成します。 この項目をマップする方法
によって、作成される文書が 1 つであるか複数であるかが決まります。 1 つの文
書のみ作成するには、入力のルート (トップ) を document_collection 項目にマップ
します。リスト内の各項目を個別文書に含める場合、リストを document_collection
項目にマップします。複数の文書を作成する場合、リスト内の項目ごとに 1 つのフ
ァイルが作成されます。マッピングについて詳しくは、 21 ページの『マッピング表
を使用した作業』を参照してください。
JSON 配列は、混合タイプが複数出現する形式でモデル化されます。
choiceDescriminator が、特定の配列エレメントに対して選択する必要がある選択肢
を示します。以下は JSON 配列の例です。
[
{"type": "home", "number": "212 555-1234"},
[116, 943, 234],
true
]
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上記の例で、choiceDescriminator には、1 番目の配列エレメントとしてオブジェク
トである objectValue の値があります。2 番目の配列エレメントはネストされてい
る配列であるため、choiceDescriminator には arrayValue の値があります。また
choiceDescriminator には booleanValue の値があります。choiceDescriminator 値に
は、stringValue、numberValue、booleanValue、nullValue、objectValue、および
arrayValue が含まれます。JSON データを構成する場合、使用可能な値からどの値
を使用するか選択する必要があります。choiceDescriminator に対して objectValue と
しての値が必要な場合、「ソース」列で、ドロップダウン・リストから「定数」を
選択し、objectValue としての定数値を入力し、「OK」をクリックします。同様
に、stringValue としての値が必要な場合、定数値を stringValue にする必要があり
ます。

フォーマット
エンコード・タイプ
文書に使用するエンコードを選択します。 デフォルトのエンコードは
UTF-8 です。
フォーマット・スタイル
次のフォーマット・オプションを JSON 出力に適用します。
インデントの文字数
JSON 出力の中で、それぞれのインデント・レベルに使用する文字
数を選択します。
改行のスタイル
改行のタイプを選択します。 選択項目は「UNIX
(LF)」、「DOS(CRLF)」、または「MAC(CR)」です。

関連概念:
マッピング表を使用した作業
出力ステップおよび XML コンポーザー・ステップなどの一部ステップでは、ター
ゲット・ノードの作成方法を定義したマッピングの作成が必要です。
関連タスク:
228 ページの『例 2: JSON コンポーザー・ステップと階層結合ステップを使用した
JSON データの構成』
ここでは、Hierarchical Data ステージで JSON コンポーザー・ステップと階層結合
ステップを使用して階層構造を作成するジョブを作成します。

JSON コンポーザー検証ルール
デフォルトでは、JSON コンポーザーは「厳密な検証」を使用し、違反が発生する
と、ジョブは失敗します。 検証をカスタマイズするには、違反が発生したときに実
行するアクションを指定します。
次の表に、検証ルールと適用されるアクションを説明しています。
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表 17. 値の検証ルール
ルール

説明

データ・タイプに正しくない
値があります

値は、対応する項目のデー
タ・タイプの値ルールに準拠
していなければなりません。

アクション
無視

タイプ検査は実行さ
れません。マッピン
グ表のターゲット列
の項目のデータ・タ
イプは、ストリン
グ・データ・タイプ
と置換されます。

発生ごとにログに記録、1 文
書につき 1 回ログに記録
「発生ごとにログに
記録」では、エラー
が発生するたびにそ
のエラーがログに記
録され、「1 文書に
つき 1 回ログに記
録」では、文書全体
のすべてのエラーの
うち、最初に発生し
たエラーがログに記
録されます。
致命的 (デフォルト) タイプ
検査が実行されま
す。無効値が検出さ
れると、ジョブは失
敗します。
値のトリム

NULL 値の JSON エレメン
トの出力

タイプ検査およびタイプ変換
を行う前に、値の前後の空白
を削除します。

JSON スキーマのエレメント
である列のいずれかでデータ
が NULL の場合、NULL 値
を含むそのエレメントは、構
成時に出力スキーマ・ファイ
ルにリストされます。

偽

トリミングは実行さ
れません。

真

(デフォルト) 値の両
側でトリミングが実
行されます。

偽

NULL 値を含むエレ
メントは、生成され
た JSON ファイル
に書き込まれませ
ん。

真

NULL 値を含むエレ
メントは、生成され
た JSON ファイル
に書き込まれます。

REST Web サービス
Representational State Transfer (REST) は、リソース指向のアーキテクチャーで、要
求および応答を送信するクライアントとサーバーで構成される Web アプリケーシ
ョンをデザインするために使用できます。
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REST は、Simple Object Access Protocol (SOAP) および Web サービス記述言語
(WSDL) の代わりに使用でき、Web サービスに基づきます。REST を使用すること
で、各種クライアントを使用する、各種言語で記述された Web アプリケーション
をデザインできます。
REST Web アプリケーションでは、クライアント・アプリケーションおよび API
を作成するために HTTP が使用され、ミドルウェアを必要としません。REST は、
JSON、XML、テキスト、イメージ、オーディオなど、各種コンテンツ・タイプをサ
ポートしています。REST を使用してジョブをデザインし、メッセージをソーシャ
ル・ネットワーク・サイトに投稿すること、またはマップおよび方向を使用するこ
とができます。
関連資料:
238 ページの『REST Web サービスの呼び出しの例』
Hierarchical Data ステージから HTTP メソッドを使用して REST Web サービスを
呼び出すジョブを作成できます。

REST ステップのページ
REST Web サービスを呼び出すには、REST ステップの接続、セキュリティー、要
求、および応答本体の設定を構成します。

全般
REST ステップの「全般」ページでは、REST Web サービスへの接続をセットアッ
プできます。複数の REST ステップの接続をセットアップするために使用できる再
使用可能接続も作成できます。
REST Web サービスの接続設定を構成するには、次のフィールドに値を指定する必
要があります。
HTTP メソッド
REST Web サービスに接続するために使用する HTTP メソッドを選択しま
す。
GET

要求本体の要求 Uniform Resource Identifier (URI) で識別される情
報をエンティティーの形式で取得します。

POST 要求メッセージの本体に含まれるデータを受け入れるよう発信元サ
ーバーに要求します。このメソッドは、多くの場合、リソース・デ
ータをアップロードするために使用されます。
PUT

含まれるエンティティーを、指定の要求 URI に保管することを要
求します。

DELETE
要求 URI で識別されるリソースを削除するよう発信元サーバーに
要求します。
OPTIONS
指定の URI に対してサーバーがサポートする HTTP メソッドのリ
ストを表示します。
HEAD 応答のヘッダー情報のみ取得します。このメソッドは、多くの場
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合、ハイパーテキスト・リンクが有効であるか検証するため、およ
びリンクが変更されたかどうか特定するために使用されます。
PATCH
既存のリソースを変更します。PATCH メソッドを使用して、リソ
ースの単一フィールドを更新できます。
再使用可能な接続
同じアセンブリーの別の REST ステップで作成された接続オブジェクトを
再使用できます。再使用可能な接続は、それらを作成したアセンブリーでの
み使用可能です。ジョブの実行中、同じ再使用可能接続を使用する複数のス
テップにより作成された複数の REST サービスを呼び出すために、接続が
共有されます。また、再使用可能接続は、ユーザー構成なしで各種要求間で
セッション Cookie を渡すことも目的とします。再使用可能接続では、
REST サービスがデプロイされているサーバーとの接続の作成時刻が保存さ
れます。「再使用可能な接続」オプションが選択されている場合、REST サ
ービスの URL の一部を指定する「URI 接尾部」フィールドが「全般」ペ
ージに表示されます。
URL

REST Web サービスの URL ストリングを指定します。<localparam> タグ
を指定することで、URL にローカル・パラメーターを含めることができま
す。「マッピング」ページで、ローカル・パラメーターを入力データ項目ま
たは固定値にマップする必要があります。実行時に URL で DataStage ジョ
ブ・パラメーターを指定するには、「パラメーターの挿入」をクリックし、
ジョブ・パラメーターの名前を選択します。

HTTP バージョン
REST Web サービスを実行する HTTP バージョンを選択します。OPTIONS
メソッドは HTTP バージョン 1.1 で導入されたため、HTTP バージョン
1.0 では使用不可です。
タイムアウト時間
要求がタイムアウトになる前に待機するミリ秒数を指定します。デフォルト
値は 180000 ミリ秒で、最大値は 1800000 ミリ秒です。
プロキシー構成
REST リソースにアクセスするための中間ゲートウェイとしてプロキシー・
サーバーを選択する場合、このオプションを選択します。「構成」をクリッ
クして、接続の詳細 (プロキシー・サーバーに接続するために使用する名
前、ポート、レルム、ドメイン、ユーザー名、パスワードなど) を指定しま
す。
このオプションを選択すると、クライアントは HTTP プロキシー・サーバ
ーを使用して宛先に接続します。その後、プロキシー・サーバーはクライア
ントの代わりに接続を行います。接続が確立されると、プロキシー・サーバ
ーは、クライアントとの間の TCP ストリームを保持します。
エラー時にジョブを中止
REST 呼び出しが失敗した場合にジョブを停止するには、このオプションを
選択します。
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セキュリティー
REST ステップの「セキュリティー」ページで、REST Web サービスのセキュリテ
ィーの詳細を指定できます。
REST Web サービスのセキュリティー設定を構成するために、次のフィールドに値
を指定する必要があります。
認証

REST Web サービスに対して使用する認証のタイプを選択します。
基本

RFC2617 で指定されている HTTP 基本認証メカニズムを使用しま
す。「基本」オプションを選択する場合、コンテンツにアクセスす
るための有効なユーザー名とパスワードを指定する必要がありま
す。また、各ユーザー名をパスワードおよびロールに関連付けるこ
とで、Web アプリケーションの有効なユーザーを識別する保護スペ
ースを定義するレルムを指定できます。基本認証に対して、REST
サービスで受け入れるように構成するユーザー証明情報のエンコー
ド・タイプを選択する必要があります。例えば、Information Server
が日本語ロケールの Windows システムにインストールされてお
り、日本人ユーザーが、日本語文字でユーザー名とパスワードを指
定することで REST API へのアクセスを試行する場合、エンコー
ド・タイプとして shift_jis を指定する必要がある場合がありま
す。

ダイジェスト
RFC2617 で指定されている HTTP ダイジェスト認証メカニズムを
使用します。「ダイジェスト」オプションを選択する場合、コンテ
ンツにアクセスするための有効なユーザー名とパスワードを指定す
る必要があります。レルムも指定できます。ダイジェスト認証に対
して、REST サービスで受け入れるように構成するユーザー証明情
報のエンコード・タイプを選択する必要があります。
LTPA IBM Lightweight Third-Party Authentication メカニズムです。ユーザ
ーが認証された後、アプリケーション・サーバーは、LTPA トーク
ンを含むセッション Cookie をブラウザーに送信します。この
LTPA トークンは、単一のセッションに使用されます。「LTPA」オ
プションを選択する場合、コンテンツにアクセスするための有効な
ユーザー名とパスワードを指定する必要があります。レルムも指定
できます。また、LTPA 認証に対して、REST サービスで受け入れ
るように構成するユーザー証明情報のエンコード・タイプを選択す
る必要があります。
前の REST ステップからの LTPA Cookie を使用するには、「入力
からの LTPA Cookie を使用」を選択します。このオプションを選
択する場合、「マッピング」ページで、LTPA Cookie を前の REST
ステップからの出力 Cookie にマップする必要があります。
次の REST ステップで使用できる LTPA Cookie エレメントを出力
スキーマに作成するには、「LTPA Cookie を出力に送信」を選択
します。以後の接続では、証明情報を指定する代わりに LTPA
Cookie を使用できます。
例えば、REST ステップ 1 で LTPA のユーザー名とパスワードを
指定したとします。「LTPA Cookie を出力に送信」を選択した場
階層データ
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合、この REST ステップによって、次の REST ステップで使用で
きる LTPA Cookie エレメントが出力スキーマに作成されます。
REST ステップ 2 では、「入力からの LTPA Cookie を使用」を
選択することで、ユーザー証明情報を指定せずに REST サービスに
LTPA を構成できます。その後、「マッピング」ページで、LTPA
Cookie を REST ステップ 1 からの入力値にマップする必要があり
ます。
OAuth2Bearer
ベアラー・トークンを提供することで、リソース所有者の代わりに
保護リソースにアクセスできるよう支援します。ベアラー・トーク
ンは、許可サーバーがクライアントに発行するセキュリティー・ト
ークンです。ベアラー・トークンを指定する場合、リソースにアク
セスするためにユーザー名とパスワードを指定する必要はありませ
ん。
前の REST ステップからのベアラー・トークン値を使用するには、
「入力からの許可を使用」を選択します。許可ヘッダーが「マッピ
ング」ページに作成されます。この許可ヘッダーを前の REST ステ
ップからのベアラー・トークン値にマップする必要があります。
SSL を使用可能にする
クライアントとサーバーの間で送信されるデータを暗号化するには、Secure
Sockets Layer (SSL) プロトコルを使用します。SSL プロトコルは、ホスト
名の検証をサポートしており、これにより、SSL 接続が確立される前に、
クライアントが接続する先の URL のホスト名が、サーバー SSL 証明書内
の共通名と一致するかが確認されます。REST クライアントが自己署名証明
書を受け入れる必要がある場合、「自己署名証明書を受け入れる」を選択す
る必要があります。また、SSL プロトコルは、構成されている REST サー
ビスの鍵ストア・ファイルとトラストストア・ファイルを提供することで、
SSL サーバーとクライアントの両方の認証をサポートします。

要求
REST ステップの「要求」ページで、REST ステップの要求本体をテキスト、バイ
ナリー・データ、またはファイルとして指定できます。
「出力本体のロード元」を選択すると、REST Web サービスで処理するデータを含
む HTTP 要求の一部を指定できます。REST ステップの要求本体は、最大 10 MB
にすることができます。次に、以下のプロパティーを選択する必要があります。
「body」という名前のテキスト・ノード (「マッピング」ページ)
HTTP 要求本体がテキスト・データである場合に選択します。このオプショ
ンを選択すると、「マッピング」ページでターゲット・スキーマに body ノ
ードが作成されます。このノードは、テキスト入力データ・フィールドまた
は固定ストリングにマップする必要があります。
body という名前のバイナリー・ノード (「マッピング」ページ)
HTTP 要求本体がバイナリー・データである場合に選択します。このオプシ
ョンを選択すると、「マッピング」ページでターゲット・スキーマにバイナ
リー・タイプの body ノードが作成されます。このノードは、バイナリー入
力データ・フィールドにマップする必要があります。
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パスが bodyFilePath として設定されるファイル (「マッピング」ページ)
このオプションを選択すると、「マッピング」ページでターゲット・スキー
マに bodyFilePath ノードが作成されます。このノードは、ファイル・パス
を含むテキスト入力データ・フィールドまたは固定ストリングにマップする
必要があります。
コンテンツ・タイプ
要求のコンテンツ・タイプおよびエンコード・タイプを選択します。
送信前に本体を圧縮
HTTP 要求本体を圧縮して REST サービスに送信する場合に選択します。
要求本体は gzip フォーマットのみサポートしています。
カスタム・ヘッダー
「名前」フィールドに HTTP 要求のヘッダーを指定します。HTTP ヘッダ
ーは、コロンで区切られた名前と値のペアです (例えば、name:value)。「カ
スタム・ヘッダー」フィールドに HTTP ヘッダーを追加する場合、必ずそ
のヘッダー名が固有であるようにしてください。「テキストで編集」リンク
をクリックすることで、HTTP ヘッダーをテキストとして指定できます。
ヘッダー用の定数値を設定する場合、「デフォルト値」フィールドに定数値
を指定します。ヘッダーをマップする場合、「マッピング」ページで「マッ
プ」オプションを選択します。「NULL 値をデフォルト値で置換」オプシ
ョンを選択した場合、ヘッダーにマップされたソース列にデータが含まれな
い場合に使用される、ヘッダーのデフォルト値を設定できます。
カスタム Cookie
「名前」フィールドに、HTTP 要求に対する Cookie を指定します。HTTP
Cookie は、HTTP エージェントとターゲット・サーバーがセッションを維
持するために交換できる状況情報のトークンまたはパケットです。状態情報
は、バージョン、ドメイン、Cookie が適用される発信元サーバーの URL
のサブセットを指定するパス、Cookie が有効である最大時間など、名前と
値のペアで構成される属性です。「テキストで編集」リンクをクリックする
ことで、HTTP Cookie をテキストとして指定できます。
Cookie 用の定数値を設定する場合、「デフォルト値」フィールドに値を指
定します。Cookie をマップする場合、「マッピング」ページで「マップ」
オプションを選択します。「NULL 値をデフォルト値で置換」オプション
を選択した場合、Cookie にマップされたソース列にデータが含まれない場
合に使用される、Cookie のデフォルト値を設定できます。

応答
REST ステップの「応答」ページで、応答本体をテキスト、バイナリー・データ、
ファイル、またはラージ・オブジェクト (LOB) として指定できます。
「受け取った本体の受け渡し先」を選択した場合、次のプロパティーを選択する必
要があります。
出力スキーマ内の「body」という名前のテキスト・ノード
HTTP 応答本体がテキストの場合に選択します。body ノードが出力スキー
マに作成されます。
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出力スキーマ内の「body」という名前のバイナリー・ノード
HTTP 応答本体がバイナリーの場合に選択します。バイナリー・タイプの
body ノードが出力スキーマに作成されます。
ダウンストリーム・コネクターがバイナリー・ラージ・オブジェクトとして処理す
る bodyLobObject という名前のノード
REST Web サービスからバイナリー・タイプの応答本体を LOB オブジェ
クトとして取得する場合に選択します。バイナリー・タイプの
bodyLobObject ノードが出力スキーマに作成されます。
ダウンストリーム・コネクターが文字ラージ・オブジェクトとして処理する
bodyLobObject という名前のノード
REST Web サービスからテキスト・タイプの応答本体を LOB オブジェク
トとして取得する場合に選択します。文字タイプの bodyLobObject ノード
が出力スキーマに作成されます。
以下のようにパスが設定されているファイル
応答データをファイルに直接書き込む場合に選択します。選択後、次のプロ
パティーに値を指定する必要があります。
出力ディレクトリー
応答本体を含むファイルを保管するディレクトリーを指定します。
ファイル名接頭部
応答本体を含むファイルの接頭部名を指定します。
注: ファイルの接頭部名が未指定の場合、ジョブで restPayload という接
頭部名のファイルが作成されます。
ファイル拡張子
ファイル拡張子 (例えば、.xml、.json など) を指定します。
ファイルのパスを含む bodyFilePath ノードが出力スキーマに作成されま
す。
コンテンツ・タイプ
REST 呼び出しに基づき応答本体での使用が予期されるコンテンツ・タイプ
を選択します。
受信した本体の圧縮解除
HTTP 応答本体を解凍する場合に選択します (REST サービスが圧縮フォー
マット (gzip) でデータを送信する場合)。
カスタム・ヘッダー
HTTP 応答からヘッダーを抽出できます。HTTP 応答にカスタム・ヘッダー
の値が含まれない場合、REST ステップでは、「応答」ページのヘッダー領
域で指定したデフォルト値が使用されます。
カスタム Cookie
HTTP 応答から Cookie を抽出し、それらを出力に送信できます。HTTP 応
答にカスタム Cookie の値が含まれない場合、REST ステップでは、「応
答」ページの Cookie 領域で指定したデフォルト値が使用されます。
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マッピング
「マッピング」ページには、固定値または入力データ項目にマップする必要があ
る、接続および要求のパラメーターまたはエレメントが含まれます。
「ターゲット」列にリストされているすべてのエレメントまたはパラメーターを、
「ソース」列のエレメントまたはパラメーターにマップする必要があります。
例えば、bodyFilePath ノードを、ソース・ファイルのパスを含む「ソース」列の定
数値にマップします。

REST ステップの出力スキーマ
REST ステップで値を指定すると、2 つのグループ・ノード (callStatus と
statusLine) が REST ステップの出力スキーマに作成されます。これらのノードの値
は、REST 呼び出しが正常に実行されたかどうかを示します。
callStatus グループ・ノードには、正常に実行されなかった REST サービス呼び出
しに関する詳細が含まれます。詳細は次のノードに含まれます。
success
ブール値 (True または False) を返します。True は、REST サービス呼び
出しが正常に実行されたことを示し、False は REST サービス呼び出しが
正常に実行されなかったことを示します。
errorMessage
REST サービス呼び出しが正常に実行されなかった場合に、エラーに関する
詳細を含むストリングを返します。
faultHTTPStatusCode
REST サービス呼び出しの失敗状況コードを含むストリングを返します。
faultHTTPbody
REST サービス呼び出しの失敗した呼び出しに関する詳細を含むストリング
を返します。
statusLine グループ・ノードには、正常に実行された REST サービス呼び出しに関
する詳細が含まれます。詳細は次のノードに含まれます。
httpVersion
REST サービス呼び出しで使用された HTTP バージョンを含むストリング
を返します。
statusCode
REST サービス呼び出しの状況コードを含む整数値を返します。状況コード
の一部を以下に示します。
v 200: REST サービスが正常に呼び出されたことを示します。
v 401: REST サービスへのアクセスがユーザーに許可されなかったことを
示します。
v 500: 内部サーバー・エラーが発生し、そのためにサーバーが REST 要求
を処理できないことを示します。
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reasonPhrase
REST サービス呼び出しの正常な呼び出しに関する詳細を含むストリングを
返します。

大規模スキーマ
Hierarchical Data ステージを使用して、大規模スキーマに基づいた XML ファイル
を構文解析し、構成します。

自動チャンキング
自動チャンキング機能を使用すると、XML パーサー・ステップでスキーマ・ツリー
のサイズを制限し、大規模スキーマを使用した XML データを構文解析できます。
自動チャンキング・アルゴリズムは、幅優先検索を実行し、検出されたノード数を
カウントして、構成可能なソフト・リミットおよびハード・リミットに基づいて自
動チャンキング操作を開始します。ソフト・リミットおよびハード・リミットにつ
いて詳しくは、 64 ページの『アセンブリー内の自動チャンク済みエレメントの構
成』を参照してください。
大規模スキーマの場合、いくつかの XML エレメントがパーサー・ステップによっ
て自動的にチャンキングされます。チャンキングとは、子 XML エレメントを単一
の XML エレメントに変換することを指します。
図 1 は、実際のスキーマ表現を示しています。大規模スキーマが XML パーサーの
文書ルートとしてロードされると、図 2 に示すようにエレメント名は自動的にチャ
ンキングされます。自動チャンク済みエレメントは、大なり記号と小なり記号 (<>)
を使用して表され、そのエレメント名のすべての子エレメントがこの単一エレメン
ト内に含まれます。
図 1. 実際のスキーマ表現の例
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図 2. チャンキング後のスキーマ表現の例
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アセンブリー内の自動チャンク済みエレメントの構成
構成画面を使用して、スキーマ・ツリーを切り取るしきい値を設定できます。

手順
1. 「スキーマ・トリミングの開始日時」および「スキーマ・ツリーの最大サイズ」
フィールドに値を指定します。
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2. ツリー・サイズがスキーマ・トリミング・プロパティーの値に達すると、
Hierarchical Data ステージがトップレベルの XML エレメントのチャンキングを
開始します。
3. ツリー・サイズが最大サイズとして指定した値に達すると、Hierarchical Data ス
テージは自動的に対象 XML エレメント (トップレベルの XML エレメントとネ
ストされた XML エレメントの両方) をすべてチャンキングします。
a. スキーマのノード数が 500 未満の場合、スキーマ・エレメントが
Hierarchical Data ステージで自動的にチャンキングされることはありません。
XML パーサー・ステップで文書ルートとして大規模スキーマを選択するに
は、複数のパーサーを使用して、自動チャンク済みエレメントを抽出しま
す。
4. 各パーサー・ステップで、それぞれ異なる自動チャンキングの値が設定されてい
てもかまいません。パーサー・ステップの「文書ルート」でスキーマを定義した
後に、値を変更できます。値を変更しても、「文書ルート」で既に定義されたパ
ーサー・ステップ内のスキーマ表現は影響を受けません。

大規模スキーマを使用した XML データの構文解析
大規模スキーマで XML を構文解析するには、自動チャンク済みエレメントのセッ
トごとに、アセンブリー内で複数の XML パーサー・ステップを構成する必要があ
ります。

このタスクについて
パーサー・ステップは、自動チャンク済みエレメントの子孫の XML データを構文
解析しません。自動チャンク済みエレメントとその子孫のデータは、XML データ・
チャンクとして次のステップに受け渡されます。子孫のデータ・チャンクを構文解
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析するように複数の XML パーサー・ステップを構成する必要があります。

手順
1. スキーマ・ライブラリーにスキーマをインポートします。
2. XML パーサー・ステップをアセンブリーに追加します。
3. 「XML ソース」フィールドに、XML データのソースを入力します。
4. 「文書ルート」タブで「参照」をクリックし、このステップで構文解析する文書
を表すスキーマ・エレメントを選択します。
5. 2 番目のパーサー・ステップをアセンブリーに追加します。
6. 2 番目のパーサー・ステップでは、「XML ソース」タブで「ストリング・セッ
ト」オプションを選択し、「文書ルート」タブで自動チャンク済みノードを選択
します。
7. 2 番目のパーサー・ステップを構成した後、自動チャンク済みエレメントの子項
目が 「出力ステップ」でのマッピングで使用可能になります。
関連概念:
67 ページの『スキーマ・ビューを使用した XML ファイルの構文解析』
スキーマ・ビューを使用することによって、単一のパーサー・ステップのみを使用
して XML ファイルを構文解析できます。

アセンブリー・エディターでのデザイン上の考慮事項
自動チャンク済みエレメントが 2 番目のパーサー・ステップで選択されると、「文
書ルート」が自動的に定義されます。中間でアセンブリーを保存することなく、1
番目のパーサー・ステップと 2 番目のパーサー・ステップが続けて定義される場合
は、これが当てはまります。しかし、1 番目のパーサー・ステップを定義した後に
「アセンブリー・エディター」が閉じられた場合、「アセンブリー・エディター」
の再オープン時に「文書ルート」がアセンブリーに追加されても、それは自動的に
2 番目のパーサー・ステップに取り込まれません。
この問題に対処するには、1 番目のパーサーに移動し、文書ルートを再度設定する
必要があります。以下の点に注意してください。
v 1 番目のパーサーを削除したり再構成したりする必要はありません。「文書ルー
ト」を再設定する必要があります。
v これは、アセンブリー内に複数のパーサーがある以下のシナリオにも該当しま
す。
– 1 番目のパーサーがスキーマ全体のインポートに使用され、残りのパーサーが
1 番目のパーサーの出力からのいくつかの自動チャンク済みエレメントを構文
解析するために使用される場合。
– ジョブを再オープンし、別のパーサーを追加して別の自動チャンク済みスキー
マ・エレメントの構文解析を行う場合は、1 番目のパーサーで文書ルートを再
設定する必要があります。

スキーマ・ビュー
スキーマ・ビューは、スキーマの定義済みのサブセットです。
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スキーマに多数のノードが含まれている場合、スキーマ・ビューを作成すると、ス
キーマ・ツリーのサイズが縮小してデザインの作業が円滑になり、構文解析プロセ
スおよび構成プロセスの効率が高まります。
スキーマ・ビューは、さまざまなステップおよびさまざまなジョブ・デザインで再
使用できるように、スキーマ・ライブラリー・マネージャーに保存されています。

スキーマ・ビューの作成および変更
大規模スキーマのスキーマ・ツリーのサイズを小さくするには、任意の XML エレ
メントからスキーマ・ビューを作成します。

手順
1. IBM® InfoSphere® DataStage® and QualityStage™ Designer を始動します。
2. 「ライブラリー」タブで、「新規ライブラリー」をクリックするか、既存のスキ
ーマ・ライブラリーを選択します。
3. スキーマ・ビューを作成したい XML スキーマ内のノードを選択します。
4. 「ビューの作成」をクリックします。
5. スキーマのライブラリー名と説明を入力します。
6. 名前でノードを見つけるには、「検索」オプションを使用します。ノードは、ノ
ード・レベルを指定することによっても検索できます。ノード名を入力し、ノー
ド・レベルを指定したら、「次へ」をクリックします。
7. スキーマ・ビューのプロパティーを指定します。
表 18. ビューを作成するための値の指定
プロパティー

説明

ビューに含める

ビューに含めるオプション・ノードに対して
このチェック・ボックスを選択します。必須
ノードは自動的に選択されます。オプション
であるノードは、手動で選択する必要があり
ます。

すべての子孫を含む

このチェック・ボックスを選択すると、選択
したノードの下にあるすべての XML エレメ
ントが含まれます。

チャンク

このチェック・ボックスを選択すると、選択
した XML エレメントのスキーマ・ツリー
を、その XML タイプの単一の XML ノー
ドとして、チャンキングします。

8. 「OK」をクリックして、ビューを保存します。

スキーマ・ビューを使用した XML ファイルの構文解析
スキーマ・ビューを使用することによって、単一のパーサー・ステップのみを使用
して XML ファイルを構文解析できます。
Hierarchical Data ステージを使用して小規模 XML ファイルを構文解析する場合、
XML ファイルを構文解析するための別々のパーサー・ステップを必要とする自動チ
ャンク済みノードがスキーマ内に多数存在することになるため、多数のパーサー・
ステップが必要となります。例えば、FPML 4.9 スキーマの XML ファイルを構文
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解析するとします。この XML ファイルにはエレメントが数個しかなく、すべての
エレメントがスキーマ内で定義されているわけではないと仮定します。このような
小規模 XML ファイルを構文解析するには、多数のパーサー・ステップが
Hierarchical Data ステージで必要となります。以下の図は、スキーマ内の自動チャ
ンク済みノードおよびアセンブリー・デザインを示しています。
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スキーマ・ビューを使用すると、このような小規模 XML ファイルを構文解析する
際にアセンブリーを単純化できます。オリジナル・スキーマの上にビューを作成し
て、XML ファイル内に存在する必須エレメントのみを含めるようにすることができ
ます。そのため、スキーマ・サイズを小さくすることができ、スキーマ内に自動チ
ャンク済みノードがなくなります。また、ビューをパーサー・ステップにインポー
トすることもできます。これで、スキーマのサイズがより小さくなり、自動チャン
ク済みノードがなくなるため、ファイルを構文解析するためのパーサー・ステップ
が 1 つですみます。
注: スキーマに対して作成されたスキーマ・ビューが非常に大きい場合も、自動チ
ャンク済みノードがビューに存在している可能性があります。
関連タスク:
65 ページの『大規模スキーマを使用した XML データの構文解析』
大規模スキーマで XML を構文解析するには、自動チャンク済みエレメントのセッ
トごとに、アセンブリー内で複数の XML パーサー・ステップを構成する必要があ
ります。

スキーマ・ビューを使用した XML ファイルの構成
大規模スキーマからスキーマ・ビューを作成することにより、コンポーザー・ステ
ップを使用して、オリジナル・スキーマではなくスキーマ・ビューで定義した構造
およびタイプに基づいて XML データを構成できます。
XML スキーマは、非常に複雑になる場合があります。XML スキーマには、多数の
XML 文書の XML タイプ、エレメント、構造、および定義を含めることができま
す。XML スキーマは、数千個の XML ノードを含んで、大量の情報を提供するこ
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とがあります。このような複雑なスキーマからビューを作成すると、スキーマ・ツ
リーのサイズを小さくし、デザイン・プロセスの構成を簡素化できます。
以下のケースでは、スキーマ・ビューを使用して、XML 文書を構成できます。
v XML スキーマに多数の XML 文書タイプの定義が含まれており、ある特定のタ
イプの XML データを構成したい場合、XML スキーマからその XML 文書タイ
プのビューを作成し、この文書タイプに関係のないすべてのフィーチャーをビュ
ーから除去することができます。その後、XML コンポーザー・ステップでこの
ビューを文書ルートとして選択し、マッピングを定義すると、XML 文書を構成
できます。
v XML データを記述しているスキーマに大量の情報が含まれている場合、スキー
マの上に複数のビューを定義して、各ビューが XML スキーマの一部を記述する
ようにします。ビューごとに 1 つの XML コンポーザー・ステップを追加する
と、XML 文書の一部 (パーツ) を作成できます。追加のビューとコンポーザー・
ステップを使用して、生成されたすべてのパーツを組み立てることができます。
以下の図は、スキーマ・ビューを使用して、XML 文書の複数パーツから XML デ
ータを構成する例を示しています。

スキーマ・ビューの作成
スキーマ・ビューは、スキーマ・ツリーのサイズを小さくするのに役立ちます。ス
キーマ・ビューは、スキーマ・ライブラリー・マネージャーに保存されています。
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手順
1. 以下の図に示すように、オリジナルの部門スキーマに基づいて 2 つのビューを
作成します。

2. 「employee_view」には、従業員情報を記述したタイプとエレメントのみが含ま
れています。
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3. 「departments_view」は、「employee_view」内に記述されている情報と部門情報
を組み合わせて作成します。以下の図に示すように、「departments_view」内の
employee がチャンキングされ、単一ノードによって表されます。チャンク済み
ノード「employee」のタイプとエレメントは、「employee_view」によって記述
されます。
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アセンブリーの作成
アセンブリー・エディターを使用して、アセンブリーを作成できます。デフォルト
では、アセンブリーには、概要、入力ステップ、および出力ステップが含まれま
す。 実行する変換のタイプに基づき、アセンブリーにステップを追加できます。

このタスクについて
この例では、XML 文書を構成するために複数のステップを追加する必要がありま
す。

手順
1. 以下に示すスキーマに対し、2 つの階層結合ステップと 2 つのコンポーザー・
ステップを作成します。

2. 「HJoin_Employee_Address ステップ」を使用して、「Employee」リストと
「Address」リストを結合します。
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3. 「XML_Composer_Employee ステップ」を使用して、「employee_view」によっ
て記述される XML データを構成します。以下の図に示すように、
「employee_view」は、「XML_Composer_Employee ステップ」によって生成さ
れる XML データを記述するための文書ルートとして選択されます。

4. 「HJoin_Dept_Employee ステップ」では、「DeptInfo」リストを「Employee」リ
ストと結合します。

階層データ

75

5. 「XML_Composer_depts ステップ」では、「XML_Composer_Employee ステッ
プ」から生成された XML データを部門情報と結合し、「departments_view」に
よって記述される最終 XML データを生成します。
以下の図に示すように、「departments_view」は、「XML_Composer_depts ステッ
プ」で生成される XML データを記述するための文書ルートとして選択されます。

6. 「XML_Composer_Employee ステップ」で生成された result-string は、チャンク
済みノード「employee」の値にマップされます。
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Hierarchical Data ステージ用の変換ステップ
Hierarchical Data ステージ用の変換ステップは、アセンブリー・エディター内のパ
レットから使用できます。

アグリゲート・ステップ
リスト内の項目の階層アグリゲートを実行します。
次の例では、アグリゲート関数 Average によって、各部門の全従業員の給与の平均
が計算されます。 departmentID (部門 ID) が Employee (従業員) 項目のグループ化
のキーとして使用され、各グループの averageSalary (給与の平均) が計算されま
す。 結果リストには、それぞれ個別の departmentID (部門 ID) グループの項目が含
まれます。
Company[]
Employee[]
departmentID
salary
result[]
keys
departmentID
aggregate
averageSalary

アグリゲートするリスト
反復の対象となるエレメントを含むリストを指定します。
スコープ
アグリゲート結果の生成時点を定義する項目を選択します。
アグリゲート項目およびアグリゲート関数
アグリゲートに使用する項目および関数を選択します。 選択する関数は、
選択した項目のデータ・タイプに適用可能でなければなりません。 次の表
に、使用可能なアグリゲート関数について説明します。
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表 19. アグリゲート関数
関数

説明

Average

リスト内の平均値を計算します。

Count

リスト内のエレメントを数えます。 NULL
値は無視します。

Concatenate

最初のエレメントから開始して、リスト内の
すべてのストリングを連結します。

First

リスト内の最初の値を選択します。

Last

リスト内の最後の値を選択します。

Maximum

リスト内の最大値を選択します。 リストに
Boolean ストリングが含まれる場合、True は
False より大です。

Minimum

リスト内の最小値を選択します。 リストに
Boolean ストリングが含まれる場合、False
は True より小です。

Sum

リスト内のすべての値の合計を計算します。

Variance

リスト内のすべての値の分散値を計算しま
す。

アグリゲート・キー
それぞれのユニーク・キーの値に対して複数のアグリゲート行を生成するア
グリゲート・キーを指定します。

水平ピボット・ステップ
キーに基づいて、リストを項目のセットに置き換えます。
スコープ
変換するリストを指定します。
列

行に変換する列を指定します。 指定した各列に対して、新しいレコードが
作成されます。

階層結合ステップ
項目を、2 つのリストから 1 つのネストされたリストに変換します。
親リスト
親リストを指定します。 親リストに既に子リストとの包含関係があっては
なりません。
子リスト
子リストを指定します。
最適化タイプ
すべてのレコードに同一キーがあり、相互に連続している場合は、最適化タ
イプとして「メモリー内」を選択します。
親キー リストの結合に使用するキーを指定します。
子キー リストの結合に使用するキーを指定します。
階層結合ステップの使用例は、例 3 を参照してください。
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順序結合ステップ
2 つのリスト内の位置に基づいて、項目を結合します。
1 つのリストに結合する、2 つのリストを選択します。 各リスト内の項目は、リス
ト内のそれぞれの位置に基づいて結合されます。 例えば、リスト 1 内の項目 1
は、リスト 2 内の項目 1 に結合されます。一方のリスト内の項目が他方のリスト
内の項目より少なければ、項目が少ない方のリストに、NULL 値を持つ項目が追加
されます。

再グループ化ステップ
再グループ化ステップを使用して、単一リストから親子リスト関係を作成します。
再グループ化ステップを使用して 1 つのリスト内の項目をネストされたリスト内の
項目に変換して、データ・セット内の冗長データを削除します。 冗長データを含む
項目を識別し、その項目を親リストに移動します。 子リストに移動する子項目を識
別します。
再グループ化するリスト
再グループ化するリストを選択します。
スコープ
スコープを選択します。
親項目および子項目
項目をドラッグして、親リストに属する項目と子リストに属する項目を識別
します。
キー

再グループ化オペレーションに使用するキーを 1 つ以上指定します。 キ
ー・フィールドのそれぞれのユニークなインスタンスに対して、リストの中
に別個のエントリーが作成されます。

再グループ化リストの入力レコードをキーによってクラスター化 – 最適化の実行
選択されたキーによって、既に入力レコードがソートされている場合は、こ
のオプションを選択してパフォーマンスを上げます。
再グループ化ステップを含む例については、例 2 を参照してください。

ソート・ステップ
1 つ以上のキーによって、リスト内の項目をソートします。
ソートするリスト
ソートするリストを指定します。
スコープ
スコープを指定します。
データ・セットがメモリーに収まる - ソートの最適化
パフォーマンスを上げるために、このオプションを選択します。
キーおよび順序
値をソートするキーを 1 つ以上指定します。また、各キーのソート順序を
指定します。
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スイッチ・ステップ
スイッチ・ステップを使用して、指定した制約に基づいて、項目を 1 つ以上の新規
ターゲット・リストに分類します。
各ターゲット・リストには、制約が関連付けられています。 ターゲット・リストに
は、制約をパスしたすべての項目が含まれます。 「デフォルト」リストには、すべ
ての制約をパスできなかったすべての項目が含まれます。
新規ターゲット・リスト、および 1 つ以上の制約を作成するには、「ターゲットの
追加」をクリックします。
次の表に、制約の作成に使用できる関数を説明しています。
表 20. スイッチ・ステップ用の関数
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関数

タイプ

説明

isNull

すべてのタイプ

値が NULL であれば、true
を返します。

Greater than

任意の数値

値がパラメーターの値より大
きければ、true を返します。

Greater than or equal

任意の数値

値がパラメーターの値以上で
あれば、true を返します。

Less than

任意の数値

値がパラメーターの値より小
さければ、true を返します。

Less than or equal

任意の数値

値がパラメーターの値以下で
あれば、true を返します。

Equals

すべてのタイプ

2 つの値が同一であれば、
true を返します。

BETWEEN

任意の数値

値が指定された範囲内であれ
ば、true を返します。

IsTrue

ブール値

値が true であれば、true を
返します。

IsFalse

ブール値

値が false であれば、true を
返します。

Compare

ストリング

ストリング値がパラメーター
のストリング値と同一であれ
ば、true を返します。

CompareNoCase

ストリング

ストリング値がパラメーター
のストリング値と同一であれ
ば、true を返します。 大/小
文字の違いは無視します。

Contains

ストリング

ストリング値がパラメーター
のストリング値を含む場合
は、true を返します。

ContainsCaseInsensitive

ストリング

ストリング値がパラメーター
のストリング値を含む場合
は、true を返します。 大/小
文字の違いは無視します。

表 20. スイッチ・ステップ用の関数 (続き)
関数

タイプ

説明

IsBlank

ストリング

ストリングが空または NULL
であれば、true を返します。

IsNotBlank

ストリング

ストリングが空でもなく、
NULL でもなければ、true を
返します。

LIKE

ストリング

ストリング値が、パラメータ
ー値によって定義されたパタ
ーンと一致する場合は、true
を返します。 % 記号を使用
して、パターンの前および後
の欠落文字を定義します。

結合ステップ
結合ステップを使用して、異なる構造の 2 つのリストを、事前に定義された構造の
1 つのリストに結合します。
「結合タイプ」タブで、ターゲット・リスト・スキーマを選択します。 「マッピン
グ」タブで、2 つのリストをマップします。

垂直ピボット・ステップ
垂直ピボット・ステップを使用して、レコードを別のレコードのフィールドに変換
します。
レコードのソースとスコープを定義します。 各列名に対して、ステップ出力には、
ステップ入力と同じ構造の 1 つの項目をもつブランチが含まれます。 「列名のソ
ース」フィールドの値に基づいて、レコードは、正しいブランチに分類されます。

XML データの変換の例
XML データを構文解析し、構成するサンプル・ジョブをビルドします。
すべての例で、1 つのデータ・ファイル departments.xml と 2 つのスキーマ
Employee.xsd および Organization.xsd を使用します。ステップバイステップの指
示に従うことで、各例を自分で作成できます。また、完成済みのジョブをインポー
トし、自分で調べることもできます。 サンプルのデータは XML ファイルで、会社
のある部門内の従業員に関する情報が含まれています。 スキーマは、従業員情報お
よび部門情報の構造を定義しています。
Hierarchical Data ステージから開始する場合、例 1 のビルドから開始します。例 1
には、アセンブリー・エディターおよびスキーマ・ライブラリー・マネージャーの
使用方法を示すタスクが含まれます。
サンプルのファイルを入手するには、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019894 に移動します。
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例 1: XML データの構文解析
Hierarchical Data ステージおよび XML パーサー・ステップを使用する簡単なジョ
ブを作成し、1 つの XML データ・ファイルに保管されている従業員データを構文
解析して、2 つのフラット・ファイルを作成します。

このタスクについて
この基本的な構文解析の例では、サンプルの XML データ・ファイル
departments.xml とサンプルのスキーマ Employee.xsd および Organization.xsd
を使用して、1 つの XML ファイル内のソース・データを構文解析して 2 つのファ
イルを作成する方法を説明します。 departments.xml ファイルには、会社のある部
門の従業員に関する情報が含まれています。 この例では、XML データを構文解析
して 2 つのファイルを作成します。 一方のファイルには、従業員の業務情報
(名、雇用日、生年月日、性別、職名、従業員 ID、および部門 ID) が格納されま
す。 もう一方のファイルには、従業員の住所情報 (従業員 ID、番地、市町村、都
道府県、郵便番号、国、および住所タイプ) が格納されます。
この例を作成するには、次のタスクを完了します。

例 1: ジョブの作成
1 つの Hierarchical Data ステージと 2 つの Sequential File ステージを含むサンプ
ル・ジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、構文解析のサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョブに
は、Departments という名前の 1 つの Hierarchical Data ステージと、Employee_File
および Address_File という名前の 2 つの Sequential File ステージが含まれていま
す。Departments ステージは、Employee という名前のリンクにより Employee_File
ステージにリンクされ、また Address という名前のリンクにより Address_File ステ
ージにリンクされています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。

82

階層データ変換ガイド

4. 次の手順を実行して、サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティ
ーを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 21. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダー・ツリーのルート

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

各例で、このジョブ・パラメーターを使用します。
5. パレットの「ファイル」セクションを開き、2 つの Sequential File ステージを
キャンバスにドラッグします。 これらのステージを Hierarchical Data ステー
ジの右側に配置します。
6. Hierarchical Data ステージから各 Sequential File ステージへのリンクを作成し
ます。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 22. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Departments

Sequential File ステージ

Employee_File

Sequential File ステージ

Address_File

Departments から Employee_File へのリンク

Employee

Departments から Address_File へのリンク

Address

8. XML データが含まれる departments.xml ファイルを確認して、Hierarchical Data
ステージから Employee_File ステージおよび Address_File ステージに渡される
従業員データを保持するために、どのような列を作成するか判断します。
「Employee_File」ステージをダブルクリックしてステージ・プロパティーを開
きます。 次に「列」タブをクリックし、次の列を構成します。
表 23. Employee_File ステージ用の列
列名

SQL タイプ

長さ

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

Date

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar
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表 23. Employee_File ステージ用の列 (続き)
列名

SQL タイプ

DepartmentID

VarChar

長さ

作成する列の名前は、XML スキーマ・エレメントの名前とほぼ同じです。 タ
ーゲット項目とソース項目の間のマッピングを構成するアセンブリーの出力ス
テップで、名前の類似性が、返されるマッピング候補にどのように影響するか
確認します。
9. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 24. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名 employee.txt を入
力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

「最初の行は列名」

「True」に設定します。

10. 「OK」をクリックして Employee_File ステージを閉じます。
11. 「Address_File」ステージをダブルクリックします。 「プロパティー」タブ
で、出力ファイルを定義する次のプロパティーを構成します。
表 25. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名 address.txt を入
力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

「最初の行は列名」

「True」に設定します。

12. Address_File ステージに対し、この時点では列は作成しません。後でアセンブ
リー・エディターを使用して、これらの列を自動的に伝搬します。
13. 「OK」をクリックしてステージ・プロパティーを閉じます。
14. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_parser_example という名前
を付けます。

例 1: アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
各 Hierarchical Data ステージに対し、アセンブリー・エディターを開きます。この
エディターは、ジョブのコンテキスト内で XML 変換を定義するために使用しま
す。
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このタスクについて
アセンブリー・エディターを使用してアセンブリーを作成します。 アセンブリーに
は、階層データを構文解析、構成、および変換する一連のステップが含まれます。
デフォルトでは、アセンブリーには、概要、入力ステップ、および出力ステップが
含まれます。 実行する変換のタイプに基づき、アセンブリーにステップを追加でき
ます。 この例では、XML データを構文解析して 2 つの出力 Sequential File ステ
ージ (Employee_File および Address_File) を作成するために、1 つの XML_Parser
ステップを追加します。

手順
1. アセンブリー・エディターを開くには、キャンバス上の「Departments」ステージ
をダブルクリックします。 Hierarchical Data ステージ・エディターが開きま
す。 Hierarchical Data ステージ・エディターで「アセンブリーの編集」をクリ
ックしてアセンブリー・エディターを開きます。

2. 「アセンブリーのアウトライン」に、アセンブリー内のステップが表示されま
す。このアセンブリーには、XML パーサー・ステップが必要です。 「パレッ
ト」をクリックしてパレットを開き、「XML パーサー・ステップ」をダブルク
リックして概要に追加します。 このステップは、アセンブリーに追加する最初
のステップであるため、入力ステップと出力ステップの間に自動的に追加されま
す。 もう 1 つステップを追加する場合、最初に新しいステップを配置する場所
の上にあるステップを選択し、次にパレットでステップをダブルクリックしま
す。 これにより、選択したステップの下に新しいステップが追加されます。
3. これで基本的なアセンブリー構造の作成は完了ですが、まだアセンブリー内のス
テップを構成する必要があります。 構成を実行する前に、「概要」で XML パ
ーサー・ステップおよび出力ステップの横に表示されるエラー・アイコン (赤色
の感嘆符) に注目してください。 エラー・アイコンは、そのステップの 1 つ以
階層データ
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上の問題に対処する必要があることを示します。 問題の総数がアセンブリー・
エディターの右上隅に表示されます。 問題リストを表示するには、「すべて表
示」をクリックします。 次の図は、このアセンブリーの問題を示しています。

XML パーサー・ステップに 2 つのエラーがあります。これらのエラーは、2 つ
の必須フィールドに入力する必要があることを示しています。 出力ステップに
12 個のエラーがあります。 これらのエラーでは、出力リンク (Employee およ
び Address) について、および Employee リンクに対し定義した列について入力
が必要であることが示されています。これらのリンクおよび列がエラーとしてリ
ストされているのは、アセンブリーの階層構造をリレーショナル構造にマップし
ていないためです。 出力リストの最初のエラーは、Address リンクに対し列が定
義されていないことを示しています。 現時点では、これらのエラーは無視して
かまいません。出力ステップでマッピングを作成するときに、これらのエラーを
修正します。
4. 問題リストを閉じます。

例 1: サンプル用のスキーマのインポート
スキーマ・ライブラリー・マネージャーを使用してサンプル・スキーマをライブラ
リー内にインポートします。

このタスクについて
サンプル・ジョブで使用するスキーマをインポートする必要があります。インポー
トされたスキーマはメタデータ・リポジトリーに保管されます。この場所にスキー
マがある場合、作成したアセンブリーでそのスキーマを使用できます。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「ライブラリー」タブをクリックしてスキーマ・
ライブラリー・マネージャーを開きます。 スキーマ・ライブラリー・マネージ
ャーは、アセンブリー・エディターから、および IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントから使用できます。 InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー クライアントからは、「インポート」 > 「スキー
マ・ライブラリー・マネージャー」を選択します。
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2. サンプル・スキーマ用のライブラリーを作成するために、「新規ライブラリー」
をクリックします。 ライブラリー名として Schemas_for_XML_examples と入力
します。カテゴリーとして Examples と入力します。 これで「Examples」の下
にライブラリーが分類されます。 追加のサンプル・スキーマがある場合、それ
らのスキーマをこのライブラリーに追加するか、またはそれらのスキーマ用の新
しいライブラリーを作成することができます。すべてのサンプル・スキーマを
「Examples」カテゴリーの下に分類できます。
3. 「Examples」カテゴリーを展開し、「Schemas_for_XML_examples」を選択し、
「新規リソースのインポート」をクリックします。 Employee.xsd と
Organization.xsd を見つけ、両方ともライブラリーにインポートします。
注: 一度に複数の .xsd ファイルをライブラリーにインポートできます。 これ
は、「新規リソースのインポート」をクリックし、参照ウィンドウで複数のファ
イルを選択することで実行できます。
4. 「アセンブリー・エディター」タブをクリックしてアセンブリーに戻ります。

例 1: 概要の構成
「概要」は、アセンブリーに関する作成情報および修正情報を提供します。「概
要」には、変更可能な「説明」フィールドが含まれています。

このタスクについて
「概要」では、アセンブリーの任意指定の説明を入力できます。 このフィールドに
より、アセンブリーの目的が文書として示されるため、本人または他のユーザーが
そのアセンブリーを後で変更する必要がある場合に役立ちます。

手順
「説明」フィールドに次の説明を入力します。このアセンブリーでは、
Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd スキーマを使用します。 このア
センブリーでは departments.xml データ・ファイルを構文解析し、address.txt お
よび employee.txt という名前の 2 つのファイルに出力を送ります。

例 1: XML パーサー・ステップの構成
XML ソース・データの場所と、それを構文解析するために使用するスキーマの場所
を構成します。

手順
1. 「概要」で「XML パーサー・ステップ」をクリックします。 デフォルトでは、
ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ステップの「構成」タブを示
しています。
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2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル (departments.xml) 内にあります。
「単一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
「xml_example_root_folder」パラメーターを選択します。ジョブを実行する場
合、ファイルの正確な場所を指定します。 departments.xml の絶対パスを指定す
ることもできます。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。「参照」をクリックします。 Organization.xsd スキーマ
および Employee.xsd スキーマをインポートしたライブラリーである
Schemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
4. Organization.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「departments」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」タブ
に、スキーマの構造が表示されます。 ステップ出力にも、この同じ構造が表示
されます。
5. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプが自動的
にストリング・タイプに変換されます。

例 1: 出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のソース項目を、別のデータ構造のターゲット
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
このアセンブリーでは、出力ステップを使用して、階層データ構造をリレーショナ
ル・データ構造にマップします。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で「出力ステップ」をクリックして、このス
テップを開きます。 ステップに「構成」タブの「出力」ウィンドウが表示され
ます。「出力」ウィンドウの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造
が示されます。 次の図は、このアセンブリーの出力表の関連列を示していま
す。
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「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。 「リン
ク」ビューは、Hierarchical Data ステージ・エディターの「列」タブに表示さ
れる表に類似しています。 Employee リンクの出力構造が表示されています。
Hierarchical Data ステージ・エディターで定義した列が出力表に表示されてい
ることに注目してください。 「リンク」ビューで、以前に定義した列を変更で
きます。 列に対して行った変更は、Hierarchical Data ステージ・プロパティー
の列定義に伝搬されます。
2. 「出力リンク」ドロップダウン・リストから「Address」を選択します。 次の図
に示されている出力表には、列が表示されていません。これは、ジョブを作成
したとき、Address リンクに対し列を定義しなかったためです。 列がなくても
エラーにはなりません。 ただし、リンクに対し列が定義されていない場合、階
層データ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。 このジョブの
目的は、住所データを含むファイルを生成することなので、住所列を作成する
必要があります。 ただし、これらの列は、ジョブに戻り手動で作成する代わり
に、出力ステップの「マッピング」タブで自動的に作成できます。

3. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項
目をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造は、2 つの
リンク Address および Employee とそれらのリンクに対し定義される列です。
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「ターゲット」列に、リスト項目として Employee リンクが表示されていま
す。「Employee」リスト項目の下に、内容項目として各列が表示されていま
す。

4. マッピングを作成するには、最初にターゲット・リスト項目をソース・リスト
項目にマップします。 次に、ターゲットの内容項目をソースの内容項目にマッ
プします。マッピングを指定する方法は 4 つあります。自動マッピングを使用
する方法、有効なマッピング候補のリストからマッピング候補を選択する方
法、ドロップダウン・リストの「詳細」オプションを使用して、ソース構造全
体からマッピング候補を選択する方法、およびドロップダウン・リストの「 定
数」オプションを使用して、マッピングとして定数値を指定する方法の 4 つで
す。
5. 「ターゲット」列で「Employee」リスト項目を選択します。 「ソース」列で、
ドロップダウン・リストから「employee」をクリックして選択します。「自動
マップ」をクリックします。
自動マッピングはコンテキスト依存です。自動マッピングにより、選択した項
目とその下層のすべての項目のマッピングが作成されます。 自動的にマップさ
れる各ソース項目は、類似する名前およびデータ・タイプに基づき決定されま
す。
次の図は、「Employee」リスト項目の「自動マップ」の結果を示しています。
ターゲットの「Employee」リスト項目とそのすべての子項目がソース項目に自
動的にマップされています。 「Employee」リスト項目には、内容項目を含む下
層リストがあったため、下層リストとそのすべての内容項目も自動的にマップ
されています。
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6. この例では、ターゲット項目の「BirthDate」がソース項目の「hireDate」に誤っ
てマップされています。 正しいマッピングを手動で作成する必要があります。
「ソース」リストで「hireDate」をクリックし、ドロップダウン・リストから正
しい項目を選択します。 リスト内の項目は、マッピングの類似性に基づき、類
似性の最も高い項目から順番に表示されます。 ドロップダウン・リストから、
ターゲット項目「BirthDate」の適切な候補として「dateOfBirth」を選択します。
7. 次に、「ターゲット」列の「Address」リスト項目をマップする必要がありま
す。 「ソース」列で、ドロップダウン・リストから「Address」をクリックして
選択し、「伝搬」をクリックします。
伝搬により、ソース構造の「Address」項目の下層にある項目ごとに 1 つの列が
自動的に作成され、それらの項目がソース列内の各項目に自動的にマップされ
ます。 「伝搬」ボタンを使用して項目を作成すると、それらの項目が自動的に
マップされます。 次の図は、結果を示しています。

8. ターゲット構造の「Address」項目に注目してください。 子項目に従業員の住所
が示されています。ただし、この構造には、その従業員を識別する方法がこの
時点では含まれていません。 結果のデータを利用できるようにするために、従
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業員を識別する列を追加する必要があります。 出力ステップで新しい列を直接
定義できます。その後アセンブリーを保存すると、その列がジョブ内の Address
リンクに自動的に伝搬されます。 従業員を各住所に関連付けるために、
「Address」リストに「EmployeeID」フィールドを作成します。 次の手順に従
います。
a. 「構成」タブで「出力」ウィンドウを開きます。
b. 「出力リンク」フィールドで、「Address」を選択します。 Address リンク
にマップされる列が表に表示されます。
c. 表の下部にある最初の空の行 (「追加するにはここをクリック」が表示され
ている行) をクリックします。 「名前」フィールドに項目として
EmployeeID と入力します。
d. 「タイプ」フィールドで「VarChar」を選択します。
9. 次に、ソース項目を新しいターゲット項目である「EmployeeID」にマップする
必要があります。 「マッピング」ウィンドウをクリックして開きます。
「EmployeeID」が「ターゲット列」の「Address」リストに追加されていること
を確認します。 「ソース」列の「EmployeeID」を「ターゲット」列の
「Address」リストの「EmployeeID」に手動でマップします。 「ソース」列
で、ドロップダウン・リストから「employeeID」をクリックして選択します。
ドロップダウン・リストにこの項目が表示されない場合、「詳細」をクリック
して必要な項目を見つけます。 次の図は、マッピングの結果を示しています。
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10. 「OK」をクリックして作業内容を保存し、Hierarchical Data ステージ・エディ
ターに戻ります。 プレビュー・ウィンドウで「Address」リンクをクリックし、
次に「列」タブをクリックして、作成した「EmployeeID」列がジョブに伝搬し
ていることを確認します。 次の図は、プレビュー・ウィンドウを示していま
す。

11. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。

例 1: ジョブの出力の表示
構文解析ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. アセンブリー・エディターで「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻ります。 次に「OK」をクリックして Hierarchical Data ス
テージ・エディターを閉じます。
2. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
3. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
4. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの zip ファイルを unzip したディレクトリ
ーのパスを入力します。 例えば、サンプルの zip ファイルをダウンロードし、
C:¥Examples ディレクトリーに保存した場合、最初のパラメーターである「サン
プル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」として、このディレクトリーを入
力します。
以下は、従業員情報および住所情報を含むサンプル入力ファイルです。
- <department xmlns="" departmentID="A100" departmentKind="Division">
<manager>A7100</manager>
- <ns1:employees>
- <ns1:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
- <name>
<firstName>Zen</firstName>
階層データ
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<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
- <Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
- <Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>

5. ジョブの実行後、address.txt ファイルと employee.txt ファイルを開き、結果
を確認します。
address.txt ファイルには、次のデータが含まれます。
"employeeID","street","city","state","country","postalCode","address_type"
"A8990","2301 East Lamar Blvd","Arlington","Texas","USA","78363","O"
"A8990","2001 West Street","Arlington","Texas","USA","78300","H"
"B6540","San Felipe, Suite 2400.","Houston","Texas","USA","77057","O"
"B6540",""53rd West Street.","Houston","Texas","USA","77000","H"
"C1230","5th South Street.","Miami","Florida","USA","32599","O"
"C1230","54th South Street","Miami","Florida","USA","32501","H"

employee.txt ファイルには、次のデータが含まれます。
"LastName","MiddleName","FirstName","Gender","BirthDate","Title","HireDate",
"EmployeeID","DepartmentID"
"Wright","P","Zen","male","1980-04-04","Mr","2008-07-11","A8990","A100"
"Donald","P","Cynthia","female","1987-01-17","Miss","2000-07-25","B6540","A100"
"William","G","Tania","female","1980-01-17","Miss","2002-07-25","C1230","A100"

この例は拡張または変更できます。 サンプルの XML データ・ファイルをよく
調べると、2 つの Sequential File ステージをジョブに追加できることが分かりま
す。 一方には、勤務開始日や給与など、各従業員に関するジョブ情報を保管で
き、もう一方には、部門名、部門タイプ、マネージャーなど各部門に関する情報
を保管できます。 この基本例を通じて構文解析の基礎を学習した後、ジョブお
よびアセンブリーを変更して、これらの追加のステージを組み込んでみてくださ
い。

例 2: XML コンポーザー・ステップと再グループ化ステップを使
用した階層構造の作成
Hierarchical Data ステージ、XML コンポーザー・ステップ、および再グループ化ス
テップを使用するジョブを作成できます。
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このタスクについて
この例では、employee.txt という名前の単一リスト、Employee.xsd という名前の
スキーマ・ファイル、および Organization.xsd という名前のスキーマ・ファイル
を使用して XML ファイルを構成します。employee.txt ファイルには、従業員に関
する情報
(employeeID、firstName、middleName、lastName、gender、dateOfBirth、title、street、
city、state、country、postalCode、phoneNumber、addressType、および hireDate) が含
まれます。
再グループ化ステップは、指定のキーに基づき単一リストから階層構造を作成する
ために使用されます。この例では、アセンブリーで 2 つの再グループ化ステップを
使用して、Employee リストから親子リストを作成します。次に、XML コンポーザ
ー・ステップを使用して、Employee リストから作成された親子リストを含む XML
構造を作成します。出力 XML ファイルには、各従業員に関する情報が含まれ、そ
れらの従業員の会社の住所、自宅の住所、電話番号、および職務の詳細が含まれま
す。
これらの手順に従うことで、ジョブをビルドできます。また、
xml_regroup_example.dsx という名前の完成済みのジョブを確認することもできま
す。完成済みのジョブを確認するには、または例を拡張するための開始ポイントと
してこのジョブを使用するには、Examples フォルダーから IBM InfoSphere
DataStage にジョブをインポートします。

例 2: ジョブのセットアップおよびステージの構成
Hierarchical Data ステージおよび Sequential File ステージを含むサンプル・ジョブ
をセットアップします。次に、Sequential File ステージの列を構成します。

このタスクについて
次の図は、複数の再グループ化ステップを使用する構成例のために作成するジョブ
を示しています。このジョブでは、Employee_File という名前の Sequential File ス
テージ、および Employee_Details という名前の Hierarchical Data ステージを使用し
ます。 Employee という名前のリンクにより Sequential File ステージと Hierarchical
Data ステージをリンクします。

階層データ

95

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動しま
す。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」 >
「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「ファイル」セクションを開き、キャンバスに Sequential File ステー
ジを 1 つドラッグします。
4. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。 Hierarchical Data ステージを Sequential
File ステージの右側に配置します。
5. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・パラメーターを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」をクリックします。
b. 「パラメーター」ページで、「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の表に示されている値を指定しま
す。
表 26. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

ファイルが存在するパス

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

ファイルが存在するフォルダー・ツリーを指
定します。

6. Sequential File ステージから Hierarchical Data ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 27. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Sequential File ステージ

Employee_File

Hierarchical Data ステージ

Employee_Details

Employee_File ステージから
Employee_Details ステージへのリンク

Employee

8. Employee_File ステージを構成します。
a. Employee_File ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表にリス
トされている列を構成します。
表 28. Employee_File ステージ用の列
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列名

SQL タイプ

employeeID

VarChar

firstName

VarChar

middleName

VarChar

lastName

VarChar

gender

VarChar

表 28. Employee_File ステージ用の列 (続き)
列名

SQL タイプ

dateOfBirth

Date

title

VarChar

street

VarChar

city

VarChar

state

VarChar

country

VarChar

postalCode

VarChar

phoneNumber

VarChar

addressType

Char

hireDate

Date

b. 「プロパティー」ページで、入力ファイルを定義し、「OK」をクリックしま
す。
表 29. 入力ファイルのプロパティー
フィールド名

値

「ソース」>「ファイル」

employee.txt

「オプション」>「最初の行は列名」

真

9. 「ファイル」 > 「保存」をクリックし、ジョブに xml_regroup_example という
名前を付けます。

例 2: アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
Hierarchical Data ステージに対してアセンブリー・エディターを開き、XML 変換を
定義します。

始める前に
サンプル・スキーマの Employee.xsd と Organization.xsd を Examples フォルダ
ーからインポートします。スキーマのインポートについて詳しくは、『サンプル用
のスキーマのインポート』を参照してください。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
2. 再グループ化ステップを追加します。
a. 「パレット」をクリックして、「再グループ化ステップ」をダブルクリック
して概要に追加します。この再グループ化ステップは、アセンブリーに追加
した最初のステップであるため、入力ステップと出力ステップの間に追加さ
れます。
b. この再グループ化ステップをクリックします。
c. 「情報」ページで、ステップ名を Address_Regroup に変更します。
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「概要」で、再グループ化ステップの横にエラー・アイコン (赤色の感嘆符) が
表示されます。エラー・アイコンは、そのステップの 1 つ以上の問題に対処す
る必要があることを示します。
3. 問題リストを表示するには、「すべて表示」をクリックします。 Employee リン
クに対して定義したリンクおよび列がエラーとしてリストされますが、これは、
アセンブリーの階層構造がリレーショナル構造にマップされていないためです。
出力ステップでエレメントをマップするとき、これらのエラーを修正できます。
4. 問題リストを閉じます。
このアセンブリーでは、デフォルトの入力ステップを使用します。このステップ
では、Hierarchical Data ステージに渡される Employee という名前の入力リンク
の列が示されます。入力列は変更できませんが、それらの列をリンクまたはツリ
ーとして表示できます。次の図は、入力ステップから再グループ化ステップに提
供されるリレーショナル構造を示しています。
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例 2: employeeID キーを使用した再グループ化ステップの構成
Address_Regroup ステップを使用して、Employee リストから Address リストを抽出
することで、Address リストと Employee リストの間に親子階層を作成します。

このタスクについて
Address_Regroup ステップへの入力ステップには、Employee という 1 つのリストが
含まれます。Address_Regroup ステップを構成する場合、親リストと子リストを識別
し、グループ化の基にするキーを指定します。

手順
1. 「概要」で、Address_Regroup ステップをクリックします。
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2. Address_Regroup ステップの「構成」ページで、次の表に示されているフィール
ドに値を指定します。
表 30. フィールドの構成
フィールド名

値

再グループ化するリスト

top/InputLinks/Employee

スコープ

top

「子項目」リストに Employee リストの子が追加されます。
3. 「子項目」リストから、
employeeID、firstName、middleName、lastName、gender、dateOfBirth、title、およ
び hireDate の各エレメントを「親項目」リストにドラッグして、これらのエレ
メントが階層構造で親エレメントであることを示します。「子項目」リストに残
ったエレメントは子エレメントです。「子項目」リスト内の phoneNumber エレ
メントは Address リストに属していませんが、個別の再グループ化ステップで
phoneNumber リストを抽出できます。
4. 「キー」ページで、「親項目」リスト内のエレメントをグループ化するためのキ
ーとして employeeID を選択します。employeeID エレメントは、従業員の唯一
のユニーク ID であるため、キーです。

タスクの結果
Address_Regroup ステップの出力では、Address_Regroup:result という名前の親子リ
ストが示されます。Address_Regroup:result には、employeeID に基づいてグループ化
されたエレメントが含まれます。
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例 2: addressID キーを使用した再グループ化ステップの構成
別の再グループ化ステップを追加および構成して、phoneNumber リストを Address
リストの子として追加することで、phoneNumber リストと Address リストの間に親
子階層を作成します。Address リストは、Address_Regroup ステップで生成しまし
た。

このタスクについて
追加する再グループ化ステップへの入力には、Address_Regroup ステップの出力が含
まれます。この再グループ化ステップを構成する場合、親リストと子リストを識別
し、グループ化の基にするキーを指定します。

手順
1. 再グループ化ステップを追加します。
a. 「パレット」をクリックし、「再グループ化ステップ」をダブルクリックし
て、別の再グループ化ステップを「概要」に追加します。
b. この再グループ化ステップをクリックします。
階層データ
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c. 「情報」ページで、ステップ名を phoneNumber_Regroup に変更します。
2. phoneNumber_Regroup ステップの「構成」ページで、次の表に示されているフィ
ールドに値を指定します。
表 31. フィールドの構成
フィールド名

値

再グループ化するリスト

top/Address_Regroup:result/Employee

スコープ

top/Address_Regroup:result

「子項目」リストに Employee リストの子が追加されます。ステップの特定操作
が、スコープとして選択されているリスト内で実行され、ステップの出力がその
リストの子リストとして表示されます。この再グループ化ステップにより、
phoneNumber リストが Address リストの下位に追加されます。
3. 「子項目」リストから、addressID、addressType、street、city、state、country、お
よび postalCode の各エレメントを「親項目」リストにドラッグして、これらの
エレメントが階層構造で親エレメントであることを示します。
4. 「キー」ページで、「親項目」リスト内のエレメントをグループ化するためのキ
ーとして addressID を選択します。

タスクの結果
phoneNumber_Regroup ステップの出力では、phoneNumber_Regroup:result という名
前の別の親子リストが示されます。phoneNumber_Regroup:result リストには、
addressID に基づいてグループ化された Address リストが含まれ、また
phoneNumber リストも含まれます。
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例 2: XML コンポーザー・ステップの構成
各従業員、それらの従業員の 2 つの住所、および各住所の電話番号をリストする
XML ファイルを作成するようにXML コンポーザー・ステップを構成します。

手順
1. 「パレット」をクリックし、「XML コンポーザー・ステップ」をダブルクリッ
クして XML コンポーザー・ステップを「概要」に追加します。
2. XML コンポーザー・ステップから作成される出力ファイルを指定します。
a. XML コンポーザー・ステップの「XML ターゲット」ページで、「ファイル
に書き込む」を選択します。
b. 「出力ディレクトリー」フィールドに対し、「パラメーターの挿入」をクリ
ックし、xml_example_root_folder を選択します。
c. 「ファイル名接頭部」フィールドに、出力ファイルの名前として
employee_output と入力します。
3. ステップで構成する文書を表すスキーマ・エレメントを選択します。
a. 「文書ルート」ページで、「参照」をクリックし、
Schemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。これは、
Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd スキーマをインポートした
ライブラリーです。
b. Employee.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「employees」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」ペ
ージに、スキーマの構造が表示されます。
4. 「マッピング」タブをクリックします。 出力構造内の各項目は、マッピング表
では行で表されます。
5. Employee リスト内のターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「Employee」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストから「Address_Regroup:result」項目を選択します。
c. 選択した項目とそのすべての子項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
6. 「Address」リスト内のターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「Address」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストから「PhoneNumber_Regroup:result」項目を選択しま
す。
c. 選択した項目とそのすべての子項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
次の図は、マッピングの結果を示しています。
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addressID エレメントに対応する警告アイコンは、ID XML データ・タイプが
VarChar リレーショナル・データ・タイプにマップされていることを示しま
す。スキーマでは、addressID は ID XML データ・タイプとして定義されて
います。ID、Name、NCName などの各種 XML データ・タイプがあります
が、それらに対して正確に関連付けられるリレーショナル・データ・タイプ
はありません。
「マッピング」ページに警告アイコンが表示されないようにするために、
XML コンポーザー・ステップの「検証」ページで「最小の検証」オプション
を選択できます。その後、「データ・タイプに正しくない値がある」検証ル
ールに対して「無視」アクションを指定します。
7. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。

例 2: ジョブの出力の表示
ジョブを実行した後、.xml ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻り、さらに「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターを閉じます。
2. ジョブをコンパイルするために、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デ
ザイナー・クライアントで「ファイル」 > 「コンパイル」を選択します。
3. ジョブを実行するために、「ファイル」 > 「実行」をクリックします。
4. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターの「サンプル・フォルダー・
ツリーのルート」に、サンプル .zip ファイルを解凍したディレクトリーのパス
を入力します。例えば、サンプル .zip ファイルを C:¥Examples フォルダーに
保存した場合、パラメーターにこのディレクトリーを入力し、「OK」をクリッ
クします。
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タスクの結果
再グループ化ステップおよびコンポーザー・ステップで指定した情報がジョブで使
用され、XML ファイルで表される階層構造が作成されます。ジョブの結果を表示す
るには、C:¥Examples フォルダーにある employee_output.xml 出力ファイルを開き
ます。
employee_output.xml 出力ファイルで、会社の住所、自宅の住所、電話番号、およ
び職務の詳細を含む各従業員の情報を確認できます。

例 3: XML コンポーザー・ステップと階層結合ステップを使用し
た階層構造の作成
Hierarchical Data ステージ、XML コンポーザー・ステップ、および階層結合ステッ
プを使用して階層構造を作成するジョブを作成できます。

このタスクについて
階層結合ステップを使用して、親キーと子キーに基づき、複数のリレーショナル・
データ・ファイル (リスト) から階層構造を作成します。この例では、リストである
employee.txt、address.txt、phoneNumber.txt、および job.txt を使用し、さらに
スキーマ・ファイルである Employee.xsd および Organization.xsd を使用して、
ソース・データを XML ファイルに構成します。
employee.txt リストには、会社のある部門の従業員に関する情報 (従業員名、雇用
日、生年月日、性別、職名、部門 ID、および従業員 ID) が含まれます。
address.txt リストには、従業員の住所情報 (番地、市町村、都道府県、郵便番
号、国、住所タイプ (自宅または会社)、および従業員 ID) が含まれます。 各従業
員には 2 つの住所 (自宅の住所と会社の住所) があります。
phoneNumber.txt リストには、電話番号の情報 (電話番号、従業員 ID、および住所
タイプ) が含まれます。
job.txt リストには、従業員の職務に関連する情報 (職種、開始日、終了日、年間
給与、現行の職務、部門、ID、管理的職務かどうか、および従業員 ID) が含まれま
す。
この例では、アセンブリーで 3 つの階層結合ステップを使用して、リストから階層
構造を作成します。その後、XML コンポーザー・ステップを使用して、これらのリ
ストに基づいて XML 構造を作成します。作成される XML ファイルには、各従業
員の情報 (会社の住所、自宅の住所、電話番号、職務の詳細など) が含まれます。
完成済みのサンプル・ジョブ (xml_hjoin_example.dsx) も入手できます。 完全な例
を確認するには、またはこの例を拡張するための開始ポイントとしてこのジョブを
使用するには、このジョブを IBM InfoSphere DataStage にインポートします。

例 3: ジョブのセットアップおよびステージの構成
1 つの Hierarchical Data ステージと 4 つの Sequential File ステージを含むサンプ
ル・ジョブをセットアップします。次に、Sequential File ステージの列を構成しま
す。
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このタスクについて
次の図は、複数の階層結合ステップを使用する構成例のために作成するジョブを示
しています。このジョブには、Employee_File、Address_File、PhoneNumber_File、お
よび Job_File という名前の 4 つの Sequential File ステージが含まれます。これら
の Sequential File ステージは、 Employee、Address、PhoneNumber、および Job と
いう名前の 4 つのリンクにより、Join_Details という名前の Hierarchical Data ステ
ージにリンクされています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「ファイル」セクションを開き、4 つの Sequential File ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。 Hierarchical Data ステージを Sequential
File ステージの右側に配置します。
5. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・パラメーターを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」をクリックします。
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b. 「パラメーター」ページで、「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の表に示されている値を指定しま
す。
表 32. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

ファイルが存在するパス

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

6. Sequential File ステージから Hierarchical Data ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 33. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Sequential File ステージ

Employee_File

Sequential File ステージ

Address_File

Sequential File ステージ

PhoneNumber_File

Sequential File ステージ

Job_File

Hierarchical Data ステージ

Join_Details

Employee_File ステージから Join_Details ス
テージへのリンク

Employee

Address_File ステージから Join_Details ステ
ージへのリンク

Address

PhoneNumber_File ステージから Join_Details
ステージへのリンク

PhoneNumber

Job_File ステージから Join_Details ステージ
へのリンク

Job

8. Employee_File ステージを構成します。
a. Employee_File ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表にリ
ストされている列を構成します。
表 34. Employee_File ステージ用の列
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列名

SQL タイプ

firstName

VarChar

middleName

VarChar

lastName

VarChar

gender

VarChar

dateOfBirth

Date

title

VarChar

employeeID

VarChar

hireDate

Date
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b. 「プロパティー」ページで、入力ファイルを定義し、「OK」をクリックし
ます。
表 35. 入力ファイルのプロパティー
フィールド名

値

「ソース」>「ファイル」

employee.txt

「オプション」>「最初の行は列名」

真

9. Address_File ステージを構成します。
a. Address_File ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表にリス
トされている列を構成します。
表 36. Address_File ステージ用の列
列名

SQL タイプ

street

VarChar

city

VarChar

state

VarChar

country

VarChar

postalCode

VarChar

addressID

VarChar

employeeID

VarChar

b. 「プロパティー」ページで、入力ファイルを定義し、「OK」をクリックし
ます。
表 37. 入力ファイルのプロパティー
フィールド名

値

「ソース」>「ファイル」

address.txt

「オプション」>「最初の行は列名」

真

10. PhoneNumber_File ステージを構成します。
a. PhoneNumber_File ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表に
リストされている列を構成します。
表 38. PhoneNumber_File ステージ用の列
列名

SQL タイプ

phoneNumber

VarChar

employeeID

VarChar

addressType

VarChar

b. 「プロパティー」ページで、入力ファイルを定義し、「OK」をクリックし
ます。
表 39. 入力ファイルのプロパティー
フィールド名

値

「ソース」>「ファイル」

phoneNumber.txt

「オプション」>「最初の行は列名」

真
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11. Job_File ステージを構成します。
a. Job_File ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表にリストさ
れている列を構成します。
表 40. Job_File ステージ用の列
列名

SQL タイプ

jobTitle

VarChar

startDate

VarChar

endDate

VarChar

annualSalary

BigInt

currentJob

Bit

department

VarChar

id

VarChar

isManager

Bit

employeeID

VarChar

b. 「プロパティー」ページで、入力ファイルを定義し、「OK」をクリックし
ます。
表 41. 入力ファイルのプロパティー
フィールド名

値

「ソース」>「ファイル」

job.txt

「オプション」>「最初の行は列名」

真

12. 「ファイル」 > 「保存」をクリックし、ジョブに xml_hjoin_example という
名前を付けます。

例 3: アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
Hierarchical Data ステージに対してアセンブリー・エディターを開き、XML 変換を
定義します。

始める前に
Examples フォルダーからサンプル・スキーマの Employee.xsd と
Organization.xsd をインポートします。スキーマのインポートについて詳しくは、
『サンプル用のスキーマのインポート』を参照してください。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
2. 階層結合ステップを追加します。
a. 「パレット」をクリックして、「階層結合ステップ」をダブルクリックして
概要に追加します。この階層結合ステップは、アセンブリーに追加した最初
のステップであるため、入力ステップと出力ステップの間に追加されます。
b. この階層結合ステップをクリックします。
c. 「情報」ページで、ステップ名を phoneNumber_HJoin に変更します。
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「概要」で、phoneNumber_HJoin ステップの横にエラー・アイコン (赤色の感嘆
符) が表示されます。エラー・アイコンは、そのステップの 1 つ以上の問題に
対処する必要があることを示します。
3. 問題リストを表示するには、「すべて表示」をクリックします。
Employee、Address、PhoneNumber、および Job の各リンクに対して定義したリ
ンクおよび列がエラーとしてリストされますが、これは、アセンブリーの階層構
造がリレーショナル構造にマップされていないためです。出力ステップでマッピ
ングを作成するとき、これらのエラーを修正できます。
4. 問題リストを閉じます。
このアセンブリーでは、デフォルトの入力ステップを使用します。このステップ
では、Hierarchical Data ステージに渡される 4 つの入力リンクの列が示されま
す。入力列は変更できませんが、それらの列をリンクまたはツリーとして表示で
きます。次の図は、4 つのリストが階層の同じレベルにあることを示していま
す。

階層データ

111

112

階層データ変換ガイド

例 3: Address リストと PhoneNumber リストを使用した階層結合
ステップの構成
階層結合ステップを使用して、Address リストおよび PhoneNumber リストから親子
階層を作成します。

このタスクについて
phoneNumber_HJoin ステップへの入力ステップには、Address リストおよび
PhoneNumber リストが含まれます。階層結合ステップを構成する場合、親リストと
子リストを識別し、2 つのリストを結合するために使用する addressID という名前
のキーと employeeID という名前のキーを指定します。階層結合ステップでは、キ
ー項目の値が両方のリストで同じ場合、その箇所においてリストが結合されます。

手順
1. 「概要」で、phoneNumber_HJoin ステップをクリックします。
2. phoneNumber_HJoin ステップの「構成」ページで、次の表に示されているよう
に、親リストと子リストを指定します。
表 42. 親リストと子リストの値
フィールド名

値

親リスト

top/InputLinks/Address

子リスト

top/InputLinks/PhoneNumber

3. 「最適化タイプ」リストから、「メモリー内」を選択します。「メモリー内」オ
プションを使用すると、階層結合ステップでの処理のために、ジョブでメモリー
からデータが読み取られます。「ディスク・ベース」オプションを選択すると、
ジョブでメモリーの代わりにディスクからデータが読み取られます。
4. 「親キー」列の最初の行で top/InputLinks/Address/addressID を選択し、2 番
目の行で top/InputLinks/Address/employeeID を選択して、子リストへの親リ
ストの結合のベースにするキーを指定します。
5. 「子キー」列の最初の行で top/InputLinks/PhoneNumber/addressID を選択し、
2 番目の行で top/InputLinks/PhoneNumber/employeeID を選択して、親リスト
への子リストの結合のベースにするキーを指定します。

タスクの結果
phoneNumber_HJoin ステップの「出力スキーマ」ページで、PhoneNumber 子リスト
が Address リストに追加されます。この結果には、phoneNumber_HJoin:orphans と
いう名前の新しいノードも含まれます。このノードには、キーと一致しない項目が
含まれます。次の図は、phoneNumber_HJoin ステップの結果を示しています:
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例 3: Employee リストと Address リストを使用した階層結合ステ
ップの構成
別の階層結合ステップを使用して、Employee リストと Address リストから親子階
層を作成します。

このタスクについて
階層結合ステップへの入力ステップには、Employee リストと Address リストが含
まれます。階層結合ステップを構成する場合、親リストと子リストを識別し、2 つ
のリストを結合するために使用する employeeID という名前のキーを指定します。
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階層結合ステップでは、キー項目の値が両方のリストで同じ場合、その箇所におい
てリストが結合されます。

手順
1. 階層結合ステップを追加します。
a. 「パレット」をクリックし、「階層結合ステップ」をダブルクリックして、
別の階層結合ステップを「概要」に追加します。
b. この階層結合ステップをクリックします。
c. 「情報」ページで、ステップ名を address_HJoin に変更します。
2. address_HJoin ステップの「構成」ページで、次の表に示されているように、親
リストと子リストを指定します。
表 43. 親リストと子リストの値
フィールド名

値

親リスト

top/InputLinks/Employee

子リスト

top/InputLinks/Address

3. 「最適化タイプ」リストから、「メモリー内」を選択します。
4. 「親キー」列で top/InputLinks/Employee/employeeID を選択して、子リストへ
の親リストの結合のベースにするキーを指定します。
5. 「子キー」列で top/InputLinks/Address/employeeID を選択して、親リストへ
の子リストの結合のベースにするキーを指定します。

タスクの結果
address_HJoin ステップの「出力スキーマ」ページで、Address 子リストが Employee
リストに追加されます。この結果には、address_HJoin:orphans という名前の新しい
ノードも含まれます。このノードには、キーと一致しない項目が含まれます。次の
図は、address_HJoin ステップの結果を示しています:
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例 3: Employee リストと Job リストを使用した階層結合ステップ
の構成
別の階層結合ステップを使用して、Employee リストと Job リストから親子階層を
作成します。

このタスクについて
階層結合ステップへの入力ステップには、Employee リストと Job リストが含まれ
ます。階層結合ステップを構成する場合、親リストと子リストを識別し、2 つのリ
ストを結合するために使用する employeeID という名前のキーを指定します。階層
結合ステップでは、キー項目の値が両方のリストで同じ場合、その箇所においてリ
ストが結合されます。

手順
1. 階層結合ステップを追加します。
a. 「パレット」をクリックし、「階層結合ステップ」をダブルクリックして、
別の階層結合ステップを「概要」に追加します。
b. この階層結合ステップをクリックします。
c. 「情報」ページで、ステップ名を job_HJoin に変更します。
2. job_HJoin ステップの「構成」ページで、次の表に示されているように、親リス
トと子リストを指定します。
表 44. 親リストと子リストの値
フィールド名

値

親リスト

top/InputLinks/Employee

子リスト

top/InputLinks/Job

3. 「最適化タイプ」フィールドで「メモリー内」を選択します。
4. 「親キー」列で top/InputLinks/Employee/employeeID を選択して、子リストへ
の親リストの結合のベースにするキーを指定します。
5. 「子キー」列で top/InputLinks/Job/employeeID を選択して、親リストへの子
リストの結合のベースにするキーを指定します。

タスクの結果
job_HJoin ステップの「出力スキーマ」ページで、Job 子リストが Employee リスト
に追加されます。この結果には、job_HJoin:orphans という名前の新しいノードも含
まれます。このノードには、キーと一致しない項目が含まれます。次の図は、
job_HJoin ステップの結果を示しています。
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例 3: XML コンポーザー・ステップの構成
各従業員、およびそれらの従業員の 2 つの住所をリストする XML ファイルを作成
するように XML コンポーザー・ステップを構成します。

手順
1. 「パレット」をクリックし、「XML コンポーザー・ステップ」をダブルクリッ
クして XML コンポーザー・ステップを「概要」に追加します。
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2. XML コンポーザー・ステップから作成される出力ファイルを指定します。
a. XML コンポーザー・ステップの「XML ターゲット」ページで、「ファイル
に書き込む」を選択します。
b. 「出力ディレクトリー」フィールドに対し、「パラメーターの挿入」をクリ
ックし、xml_example_root_folder を選択します。
c. 「ファイル名接頭部」フィールドに、出力ファイルの名前として
employee_output と入力します。
3. ステップで構成する文書を表すスキーマ・エレメントを選択します。
a. 「文書ルート」ページで、「参照」をクリックし、
Schemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。これは、
Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd スキーマをインポートした
ライブラリーです。
b. Employee.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「employees」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」ペ
ージに、スキーマの構造が表示されます。
4. 「マッピング」タブをクリックします。 出力構造内の各項目は、マッピング表
では行で表されます。
5. Employee リスト内のターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「Employee」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストから Employee リンクを選択します。
c. 選択した項目とそのすべての子項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
次の図は、マッピングの結果を示しています。
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addressID エレメントに対応する警告アイコンは、ID XML データ・タイプが
VarChar リレーショナル・データ・タイプにマップされていることを示します。
スキーマでは、addressID は ID XML データ・タイプとして定義されていま
す。ID、Name、NCName などの各種 XML データ・タイプがありますが、それ
らに対して正確に関連付けられるリレーショナル・データ・タイプはありませ
ん。
「マッピング」ページに警告アイコンが表示されないようにするために、XML
コンポーザー・ステップの「検証」ページで「最小の検証」オプションを選択で
きます。その後、「データ・タイプに正しくない値がある」検証ルールに対して
「無視」アクションを指定します。
6. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。

例 3: ジョブの出力の表示
ジョブを実行した後、.xml ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. アセンブリー・エディターで「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻ります。 次に「OK」をクリックして Hierarchical Data ス
テージ・エディターを閉じます。
2. ジョブをコンパイルするために、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デ
ザイナー・クライアントで「ファイル」 > 「コンパイル」を選択します。
3. ジョブを実行するために、「ファイル」 > 「実行」をクリックします。
4. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターの「サンプル・フォルダー・
ツリーのルート」に、サンプル .zip ファイルを解凍したディレクトリーのパス
を入力します。例えば、サンプル .zip ファイルを C:¥Examples フォルダーに
保存した場合、パラメーターにこのディレクトリーを入力し、「OK」をクリッ
クします。

タスクの結果
階層結合ステップおよびコンポーザー・ステップで指定した情報がジョブで使用さ
れ、XML ファイルで表される階層構造が作成されます。ジョブの結果を表示するに
は、employee_output.xml 出力ファイルを開きます。

例 4: XML パーサー・ステップおよびスイッチ・ステップの使用
External Source ステージ、Hierarchical Data ステージ、および 2 つの Sequential
File ステージを使用するジョブを作成します。 スイッチ・ステップを使用して、デ
ータをフィルターします。

このタスクについて
この例では、サンプルの XML データ・ファイル employee1.xml および
employee2.xml とサンプルのスキーマ Employee.xsd および Organization.xsd を
使用して、定義済みの条件に基づきデータをフィルターする方法を説明します。
employee1.xml ファイルおよび employee2.xml ファイルには、部門内の従業員に関
する情報が含まれます。 この例では、External Source ステージを使用してファイル
を読み取ります。 次に、Hierarchical Data ステージ内で XML パーサー・ステップ
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とスイッチ・ステップを使用します。パーサー・ステップで XML ファイルを検証
し、スイッチ・ステップで、定義済みの条件に基づいてファイルをフィルターしま
す。 出力ファイルには、従業員情報 (姓、ミドルネーム、名、性別、生年月日、職
名、雇用日、従業員 ID、および部門 ID) が含まれます。
注: この例では、employee2.xml ファイルは無効です。 employee2.xml ファイルに
は、「dateOfBirth」エレメントのデータ (17-01-1987 など) が含まれます。日付のデ
フォルト・フォーマットは YYYY-MM-DD です。 データはこのフォーマットに従
っていないため無効です。 XML パーサー・ステップの「検証」タブには、エレメ
ントに対し指定されている値が有効かどうかチェックする「データ・タイプに正し
くない値があります」という名前のルールがあります。 この例では、このルールを
使用してデータを検証します。
アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。

完成済みのサンプル・ジョブ (xml_switch_example.dsx) も入手できます。完成済み
のサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてその完成済みサン
プルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM InfoSphere DataStage に
インポートします。
この例を作成するには、次のタスクを完了します。
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例 4: ジョブの作成
1 つの External Source ステージ、1 つの Hierarchical Data ステージ、および 2 つ
の Sequential File ステージを含むサンプル・スイッチ・ジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、このスイッチのサンプル用に作成するジョブを示しています。 ジョブに
は、Employee_Files という名前の 1 つの External Source ステージ、
Employee_Filter という名前の 1 つの Hierarchical Data ステージ、
Employee_Validfile および Employee_Invalidfile という名前の 2 つの Sequential File
ステージが含まれています。 External Source ステージは、Employee という名前の
リンクにより Hierarchical Data ステージにリンクされ、その Hierarchical Data ステ
ージは、Valid_file および Invalid_file という名前の各リンクにより 2 つの
Sequential File ステージ (Employee_Validfile および Employee_Invalidfile) にリンク
されています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「ファイル」セクションを開き、1 つの External Source ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。 Hierarchical Data ステージを External
Source ステージの右側に配置します。
5. パレットの「ファイル」セクションを開き、2 つの Sequential File ステージを
キャンバスにドラッグします。 2 つの Sequential File ステージを Hierarchical
Data ステージの右側に配置します。
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6. External Source ステージから Hierarchical Data ステージへのリンクを作成し、
さらに Hierarchical Data ステージから 2 つの Sequential File ステージへのリ
ンクを作成します。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 45. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

External Source ステージ

Employee_Files

Hierarchical Data ステージ

Employee_Filter

External Source ステージから Hierarchical
Data ステージへのリンク

Employee

1 番目の Sequential File ステージ

Employee_Validfile

2 番目の Sequential File ステージ

Employee_Invalidfile

Hierarchical Data ステージから
Employee_Validfile へのリンク

Valid_file

Hierarchical Data ステージから
Employee_Invalidfile へのリンク

InValid_file

8. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティーを作成します。
a. ツールバーの「ジョブ・プロパティー

」アイコンをクリックします。

b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、1 番目のパラメーターとして次の値を
指定します。
表 46. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダー・ツリーのルート

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

c. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに file_location
と入力し、2 番目のパラメーターとして次の値を指定します。
表 47. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

XML ファイルの場所

タイプ

ストリング

デフォルト値

ls <Enter_the_location_of_the_zip>/xml_examples/
switch_step/example1/input_files/*.xml

ヘルプ・テキスト

入力ファイルの場所

d. 「OK」をクリックします。
9. 「External Source ステージ」をダブルクリックしてステージ・プロパティーを
構成します。

階層データ

123

10. 「プロパティー」タブをクリックし、「ソース」 > 「ソース・プログラム」を
選択します。 「ソース・プログラム」フィールドに、入力ファイルのパスを入
力します。 file_location パラメーターを使用して、入力ファイルの場所を指定
できます。
注: External Source ステージは、xml ファイルの絶対パスを返します。 例え
ば、データ・ファイル (employee1.xml および employee2.xml) が C:¥Test¥ ディ
レクトリーにある場合、External Source ステージの出力は
C:¥Test¥employee1.xml および C:¥Test¥employee2.xml となります。
11. 「列」タブをクリックし、次の列を作成します。
表 48. Employee_Files ステージ用の列
列名

SQL タイプ

employee_file_list

VarChar

12. 「OK」をクリックします。
13. XML データが含まれる入力ファイル employee1.xml を確認して、Hierarchical
Data ステージから Employee_Validfile ステージおよび Employee_Invalidfile ス
テージに渡される従業員データを保持するために、どのような列を作成するか
決定します。
14. 「Employee_Validfile」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティ
ーを構成します。
15. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 49. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名 (例えば
valid_emp.txt) を入力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

「最初の行は列名」

「True」に設定します。

16. 「列」タブをクリックし、次の列を作成します。
表 50. Employee_Validfile ステージ用の列
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列名

SQL タイプ

長さ

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

VarChar

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar
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17. 「OK」をクリックして Employee_Validfile ステージを閉じます。
18. 「Employee_Invalidfile」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティ
ーを構成します。
19. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 51. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名 (例えば
InValid_emp.txt) を入力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

「最初の行は列名」

「True」に設定します。

20. 「列」タブをクリックし、次の列を作成します。
表 52. Employee_Invalidfile ステージ用の列
列名

SQL タイプ

長さ

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

VarChar

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar

21. 「OK」をクリックして Employee_Invalidfile ステージを閉じます。
22. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_switch_example という名前
を付けます。

例 4: アセンブリーの作成
XML Parser ステージを使用して XML ファイルを構文解析し、スイッチ・ステッ
プを使用して入力ファイルを有効なファイルと無効なファイルに分け、さらに出力
ステップを使用してデータを順次ファイルにマップします。

始める前に
サンプル・スキーマ employee.xsd および organization.xsd をインポートしま
す。前のいずれかの例を既に構築している場合、そのサンプルの一部としてスキー
マをインポート済みです。 スキーマのインポートについて詳しくは、『サンプル用
のスキーマのインポート』を参照してください。
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手順
1. 「Hierarchical Data ステージ」をダブルクリックしてステージ・プロパティーを
開きます。
2. 「アセンブリーの編集」をクリックしてアセンブリー・エディターを開きます。
3. パレットを開き、「XML_Parser ステップ」をダブルクリックして、それを「ア
センブリーのアウトライン」に追加します。
4. 「XML_Parser ステップ」を選択し、次にパレットで「スイッチ・ステップ」を
ダブルクリックして、それを「アセンブリーのアウトライン」の「XML_Parser
ステップ」の下に追加します。
5. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、Organization.xsd スキーマと Employee.xsd スキーマを使用します。
XML_Parser ステップで xml ファイルを読み取り、スイッチ・ステップでファイ
ルをフィルターし、出力ステップでファイルを 2 つの順次ファイルにマップし
ます。

例 4: XML パーサー・ステップの構成
使用する XML ソース・データとスキーマの場所を構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で「XML パーサー・ステップ」をクリックし
ます。 デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ステ
ップの「構成」タブを示しています。

2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは複数のファイル (employee1.xml および
employee2.xml) 内にあります。「ファイル・セット」を選択し、リストから値
を選択します。 値は top/InputLinks/Employee/employee_file_list です。こ
こで、employee_file_list は、External Source ステージで指定した列です。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。
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a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. Employee.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「employees」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」タ
ブに、スキーマの構造が表示されます。 ステップ出力にも、この同じ構造が
表示されます。
4. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプがストリ
ング・タイプに自動的に設定されます。
5. 「値の検証」で、「データ・タイプに正しくない値があります」ルールを
「Reject」に設定します。 「Reject」アクションを選択すると、出力スキーマに
より、「XML_Parser: ParserStatus」に「success」および「message」という名前
の 2 つのエレメントが表示されます。 XML ファイルが有効の場合、
「success」には、構文解析ステータスとして「True」が保持され、XML ファイ
ルが無効の場合、値として「False」が保持されます。「success」が「False」の場
合、「message」には構文解析が失敗した理由が保持されます。 「データ・タイ
プに正しくない値があります」ルールにより、XML ファイル内の各エレメント
に対し指定されている値が有効かどうか検査され、さらにその値がそのデータ・
タイプの指定範囲内に収まっているかどうか検査されます。
注: この例では、employee2.xml ファイルは無効です。 employee2.xml ファイル
には、「dateOfBirth」エレメントのデータ (17-01-1987 など) が含まれます。 日
付のデフォルト・フォーマットは YYYY-MM-DD です。 データはこのフォーマ
ットに従っていないため無効であり、「success」に値として「False」が保持され
ます。
次の図は、パーサー・ステップの出力スキーマを示しています。
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例 4: スイッチ・ステップの構成
スイッチ・ステップを使用して、入力ファイルを有効なファイルと無効なファイル
に分けます。

このタスクについて
スイッチ・ステップを使用して、入力ファイル内のエレメントを分類し、それらを
新しいターゲット・リスト内に配置します。 各ターゲット・リストを、指定する条
件に関連付けます。 ターゲット・リストでは複数の条件を使用できます。 条件を
満たすデータは対応するターゲット・リスト内に配置され、他のすべての条件を満
たさないデータはデフォルト・リスト内に配置されます。

手順
1. スイッチ・ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
表 53. フィールドの構成
フィールド名

値

カテゴリー化するリスト

「top/InputLinks/Employee」を選択します。これ
は、条件を指定する対象の項目を含むリストです。

スコープ

「top」を選択します。

2. 「ターゲットの追加」を選択します。 「新規ターゲット制約」ウィンドウで、
次のフィールドを構成します。
v 「ターゲット名」を指定します。 この例では、名前として valid_file を指定
します。
v 「フィルター・フィールド」でエレメントとして「success」を選択します。
v この機能を「IsTrue」として選択します。

タスクの結果
出力ステップには、2 つのリストを含む、Switch:filtered という名前の新しいノード
が含まれます。 有効なデータは valid_file リスト内に配置され、無効なデータはデ
フォルト・リスト内に配置されます。 次の図は、ステップ出力のこの部分を示して
います。
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例 4: 出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のソース項目を、別のデータ構造のターゲット
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
このアセンブリーでは、出力ステップを使用して、階層データ構造をリレーショナ
ル・データ構造にマップします。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で「出力ステップ」をクリックして、このステ
ップを開きます。 「出力ステップ」ウィンドウに「構成」タブが表示されま
す。 「出力」ウィンドウの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造が
示されます。 次の図は、このアセンブリーの出力表の関連列を示しています。

「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。 「リン
ク」ビューは、Hierarchical Data ステージ・エディターの「列」タブに表示され
る表に類似しています。 上の図は、Valid_file リンクの出力構造を示していま
す。 「リンク」ビューで、以前に定義した列を変更できます。 列に対して行っ
た変更は、順次ファイルの列定義に伝搬されます。
2. 「出力リンク」ドロップダウン・リストから「Invalid_file」を選択します。 下の
図は、Invalid_file リンクの出力構造を示しています。

階層データ

131

3. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項目
をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造に 2 つのリン
ク Valid_file および Invalid_file と、それらのリンクに対し定義されている列が
あります。 「ターゲット」列に、リスト項目として「Valid_file」および
「Invalid_file」が表示されており、各列が内容項目として表示されています。
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4. マッピングを作成するには、最初にターゲット・リスト項目をソース・リスト項
目にマップします。 次に、ターゲットの内容項目をソースの内容項目にマップ
します。「ターゲット」リストで「Valid_file」リスト項目を選択し、次に「ソー
ス」でドロップダウン・リストから「top/Switch:filtered/valid_file/
XML_Parser:result/tns:employees/employee」を選択し、「自動マップ」をクリ
ックします。
次の図は、Valid_file の自動マッピングの結果を示しています。
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5. 次に、「Invalid_file」リスト項目をマップする必要があります。 「ターゲット」
リストで「Invalid_file」リスト項目を選択し、次に「ソース」でドロップダウ
ン・リストから「top/Switch:filtered/default/XML_Parser:result/
tns:employees/employee」を選択し、「自動マップ」をクリックします。
次の図は、Invalid_file の自動マッピングの結果を示しています。

「候補」リストからソース項目をマップする場合、相対パスのみ表示されます。
パス全体を表示するには、各エレメントにマウス・ポインターを合わせます。
6. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
7. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
8. ジョブを保存します。
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例 4: ジョブの出力の表示
スイッチ・ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの zip ファイルを unzip したディレクトリ
ーのパスを入力します。 例えば、サンプルの zip ファイルをダウンロードし、
C:¥Test フォルダーに保存した場合、最初のパラメーターである「サンプル・フ
ォルダー・ツリーのルート」の「値」として、このディレクトリーを入力しま
す。
4. 2 番目のパラメーターとして、「ls」の後の中括弧内のテキストのみ変更して、
サンプル・ファイルを保存したディレクトリーのパスを指定します。 例えば、
サンプル・ファイルを C:¥Test フォルダーに配置した場合、ls
C:¥Test¥xml_examples¥switch_step¥example1¥input_files¥*.xml と指定しま
す。
5. 「実行」をクリックします。
6. ジョブの実行後、Valid_file.txt ファイルおよび Invalid_file.txt ファイル
を開き、結果を確認します。
Valid_file.txt ファイルには、次のデータが含まれています。
"firstName","middleName","lastName","gender","dateOfBirth","title","hireDate",
"employeeID","departmentID"
"Zen","P","Wright","male","1980-04-04","Mr","2008-07-11","A8990","A100"

Invalid_file.txt ファイルには、次のデータが含まれています。
"firstName","middleName","lastName","gender","dateOfBirth","title","hireDate",
"employeeID","departmentID"
"Cynthia","P","Donald","female","17-01-1987","Miss","2000-07-25","B6540","A100"

例 5: XML パーサー・ステップおよび結合ステップの使用
Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを使用するジョブを作成しま
す。 結合ステップを使用して、2 つのリストを 1 つのリストに結合します。

このタスクについて
この例では、サンプルの XML データ・ファイル (employee1.xml および
employee2.xml) と複数のサンプル・スキーマを使用して、2 つのリストを結合し
て、定義済みの構造を使用する 1 つのリストを作成する方法を説明します。
employee1.xml ファイルおよび employee2.xml ファイルには、部門内の従業員に関
する情報が含まれます。 この例では、Hierarchical Data ステージ内で XML パーサ
ー・ステップを使用してファイルを構文解析します。次に、Hierarchical Data ステ
ージ内で結合ステップを使用して 2 つのリストを 1 つのファイルに結合します。
XML コンポーザー・ステップを使用して、従業員情報を含む XML ファイルを構
成します。 出力ステップで、従業員情報を順次ファイル内の単一列にマップしま
す。
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アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。

完成済みのサンプル・ジョブ (xml_union_example.dsx) を入手することもできま
す。 完成済みのサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてその
完成済みサンプルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM InfoSphere
DataStage にインポートします。
この例を作成するには、次のタスクを完了します。

例 5: ジョブの作成
Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを含むジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、結合のサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョブには、
Employees という名前の Hierarchical Data ステージと、Employees_File という名前
の Sequential File ステージが含まれています。 Hierarchical Data ステージは、
Employee_Union という名前のリンクにより Sequential File ステージにリンクされ
ています。
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手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティーを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 54. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダー・ツリーのルート

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

5. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。 このステージを Hierarchical Data ステージの右側に配
置します。
6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 55. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Employees

Hierarchical Data ステージから Sequential
File ステージへのリンク

Employee_Union

Sequential File ステージ

Employees_File

8. 「Employees_File」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティーを
構成します。
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9. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 56. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名
employees_output.xml を入力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

10. 「フォーマット」タブをクリックします。 「引用符 = 二重」フィールドを右
クリックし、「削除」を選択します。
11. Employees_File ステージに対し、この時点では列は作成しません。 後でアセン
ブリー・エディターを使用して、列を自動的に伝搬します。
12. 「OK」をクリックして Employees_File ステージを閉じます。
13. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_union_example という名前
を付けます。

例 5: 結合のサンプル用のスキーマのインポート
スキーマ・ライブラリー・マネージャーを使用してサンプル・スキーマをライブラ
リー内にインポートします。

このタスクについて
サンプル・ジョブで使用するスキーマをインポートする必要があります。インポー
トされたスキーマはメタデータ・リポジトリーに保管されます。この場所にスキー
マがある場合、作成したアセンブリーでそのスキーマを使用できます。

手順
1. 「Hierarchical Data ステージ」をダブルクリックしてステージ・プロパティーを
開き、次に「アセンブリーの編集」をクリックしてアセンブリー・エディターを
開きます。
2. アセンブリー・エディターで、「ライブラリー」タブをクリックして「スキー
マ・ライブラリー・マネージャー」を開きます。 アセンブリー・エディターか
らスキーマ・ライブラリー・マネージャーを使用するか、または IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「インポー
ト」 > 「スキーマ・ライブラリー・マネージャー」を選択することができま
す。
3. サンプル・スキーマ用のライブラリーを作成するために、「新規ライブラリー」
をクリックします。 「新規規則ライブラリー」ウィンドウで、ライブラリー名
として「Schemas_for_XML_example」を指定し、カテゴリーとして「Example」
を指定します。 これで、「Example」の下にライブラリーが分類されます。
注: 前の例を既に構築している場合、「Schemas_for_XML_example」ライブラリ
ーは作成済みで、手順 3 は実行する必要ありません。
4. 同様に、2 つの追加ライブラリーを作成します (「Example1」カテゴリーに属す
る「Schemas_for_XML_example1」ライブラリーと「Example2」カテゴリーに属
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する「Schemas_for_XML_example2」ライブラリー)。これで、ライブラリーは
「Example1」と「Example2」の下に分類されます。
5. 「Example」カテゴリーを展開し、「Schemas_for_XML_example」ライブラリー
を選択し、「新規リソースのインポート」をクリックします。 「参照」を使用
して Employee.xsd スキーマを見つけます。 このスキーマを選択し、「OK」を
クリックします。 このプロセスを繰り返して Organization.xsd スキーマをイ
ンポートします。 同様に、「Schemas_for_XML_example1」ライブラリーに
Employee1.xsd および Organization1.xsd をインポートし、
「Schemas_for_XML_example2」ライブラリーに Employee2.xsd および
Organization2.xsd をインポートします。
以下のスキーマは以下の各フォルダーに配置されています。
表 57. スキーマの場所
スキーマ

フォルダー

Employee.xsd および Organization.xsd

xml_examples¥schemas

Employee1.xsd、Organization1.xsd、および
Employee2.xsd、Organization2.xsd

xml_examples¥union_step¥example1¥
union_schemas

6. 一方のスキーマ (例えば Employee.xsd ) のみインポートし、他方のスキーマ
(Organization.xsd) をインポートしなかった場合、ライブラリーの検証が失敗し
たことを示すエラー・メッセージが表示されます。 このエラーは、まだインポ
ートしていない Organization.xsd スキーマで定義されている「JobType」エレメ
ントを Employee.xsd スキーマで解決できないことを示します。 インポート・
プロセスを繰り返して Organization.xsd スキーマをインポートします。 これ
で、ライブラリーの検証は成功します。
Employee1.xsd スキーマと Organization1.xsd スキーマのうちの一方、または
Employee2.xsd スキーマと Organization2.xsd スキーマのうちの一方しかインポ
ートしていない場合にも、同様の問題が発生する場合があります。
注: 一度に複数の .xsd ファイルをライブラリーにインポートできます。 これ
は、「新規リソースのインポート」をクリックし、参照ウィンドウで複数のファ
イルを選択することで実行できます。
7. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
8. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
9. 「ファイル」 > 「保存」を選択します。

例 5: アセンブリーの作成
アセンブリーで、パーサー、結合、およびコンポーザーの各ステップを追加しま
す。パーサー・ステップで xml ファイルを構文解析し、結合ステップで複数のファ
イルを単一のファイルに結合し、コンポーザー・ステップで XML ファイルを構成
します。

始める前に
前の手順『例 5: 結合のサンプル用のスキーマのインポート』で既にスキーマをイン
ポート済みです。
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手順
1. 「Hierarchical Data ステージ」をダブルクリックしてステージ・プロパティーを
開き、次に「アセンブリーの編集」をクリックしてアセンブリー・エディターを
開きます。
2. パレットを開き、「XML_Parser ステップ」をダブルクリックして、それを「ア
センブリーのアウトライン」に追加します。
3. 「XML_Parser ステップ」を選択し、次にパレットで別のパーサー・ステップを
ダブルクリックして「XML_Parser ステップ」の下に追加します。 このとき、こ
のパーサー・ステップには「XML_Parser_1 ステップ」という名前が付けられま
す。
4. 「XML_Parser_1 ステップ」を選択し、パレットで「結合ステップ」をダブルク
リックして「XML_Parser_1 ステップ」の下に追加します。
5. 「結合ステップ」を選択し、パレットで「XML_Composer ステップ」をダブル
クリックして「結合ステップ」の下に追加します。
6. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、XML_Parser ステップで xml ファイルを読み取り、結合ステップで 2 つの
ファイルを結合し、コンポーザー・ステップで xml ファイルを構成し、出力ス
テップで xml ファイルを順次ファイルに書き込みます。

例 5: 1 番目の XML パーサー・ステップの構成
構文解析する 1 番目の XML ソース・データの場所とスキーマを構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で「XML_Parser ステップ」をクリックしま
す。 デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ステッ
プの「構成」タブを示しています。
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2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル (employee1.xml) 内にあります。
「単一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
「xml_example_root_folder」パラメーターを選択します。 ジョブを実行する場
合、ファイルの正確な場所を指定する必要があります。
#xml_example_root_folder#/xml_examples/union_step/example1/input_files/
employee1.xml のように、XML 入力ファイルの完全パスを入力します。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。「参照」をクリックします。 Organization1.xsd スキー
マおよび Employee1.xsd スキーマをインポートしたライブラリーである
Schemas_for_XML_example1 ライブラリーを開きます。
4. Employee1.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「Employee_List」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」タ
ブに、スキーマの構造が表示されます。 ステップ出力にも、この同じ構造が表
示されます。
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5. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプが自動的
にストリング・タイプに変換されます。

例 5: 2 番目の XML パーサー・ステップの構成
構文解析する 2 番目の XML ソース・データの場所とスキーマを構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で「XML_Parser_1 ステップ」をクリックしま
す。 デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ステッ
プの「構成」タブを示しています。

2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル (employee2.xml) 内にあります。
「単一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
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「xml_example_root_folder」パラメーターを選択します。 ジョブを実行する場
合、ファイルの正確な場所を指定する必要があります。
#xml_example_root_folder#/xml_examples/union_step/example1/input_files/
employee2.xml のように、XML 入力ファイルの完全パスを入力します。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。「参照」をクリックします。 Organization2.xsd スキー
マおよび Employee2.xsd スキーマをインポートしたライブラリーである
Schemas_for_XML_example2 ライブラリーを開きます。
4. Employee2.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「Dep_Employees_List」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルー
ト」タブに、スキーマの構造が表示されます。 ステップ出力にも、この同じ構
造が表示されます。
5. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプが自動的
にストリング・タイプに設定されます。

例 5: 結合ステップの構成
結合ステップを使用して、2 つのリストを結合して 1 つのリストを作成します。

このタスクについて
結合ステップでは、規則ライブラリーからターゲット・スキーマ定義を選択し、そ
の後、マッピング表でターゲット・スキーマをソース・スキーマにマップします。

手順
1. 結合ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
v 「結合タイプ」–「参照」をクリックして、Schema_for_XML_example ライブ
ラリーを開きます。
v 「Employee」を展開し、ルート・エレメントの「employee」を選択します。
v 「OK」をクリックします。
「結合タイプ」タブに、employee スキーマの構造が表示されます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。
3. マッピングを作成するには、最初にターゲット・リスト項目をソース・リスト項
目にマップします。
4. 「ソース」で、「left」リストに対応する「EmployeeInfo」を「候補」リストまた
はドロップダウン・リストからクリックして選択します。
5. 「自動マップ」をクリックします。 従業員情報および住所情報が「left」リスト
にマップされます。 次の図は、「left」リストに対する「自動マップ」の結果を
示しています。 ターゲットである「left」リスト項目とそのすべての子項目がソ
ース項目に自動的にマップされます。
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6. ターゲット項目の「dateOfBirth」がソース項目の「hireDate」に誤ってマップされ
ています。 このエントリーを更新して、正しいマッピングを作成する必要があ
ります。 「ソース」リストで「hireDate」をクリックし、ドロップダウン・リス
トから正しい項目を選択します。 リスト内の項目は、マッピング・スコアに基
づき、スコアの最も高い項目から最も低い項目の順番で表示されます。 ドロッ
プダウン・リストから、ターゲット項目「dateOfBirth」の適切な候補として
「DOB」を選択します。
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7. 「ソース」列に、正しくマップされていない住所フィールドもあります。 すべ
てのフィールドを正しくマップし、出力で使用できるようにします。 「ソー
ス」列に誤ったマッピングがある場合、「ソース」リストにある、その項目の鉛
筆アイコンをクリックし、「詳細」をクリックして選択リストを表示します。
ドロップダウン・リストから適切なフィールドをクリックして選択し、その項目
をマップします。 次の表に、手動でマップする必要があるターゲット項目と対
応するソース項目を示します。
表 58. ターゲット項目と対応するソース項目
ソース項目

ターゲット項目

street_name

street

city_name

city

state_name

state

country_name

country

8. 「ソース」で、「right」リストに対応する「Dept_Employee」を「候補」リスト
またはドロップダウン・リストからクリックして選択します。
9. 「自動マップ」をクリックします。 従業員情報および住所情報が「right」リス
トにマップされます。
このように、結合ステップで 2 つの異なるスキーマ構造を共通のスキーマ構造
にマップできます。 共通のスキーマ構造は、「結合タイプ」タブで定義するス
キーマ構造です。「マッピング」タブで、「left」リストと「right」リストはこの
共通の構造を使用しており、これらの各リストを「ソース」ビュー内の異なるス
キーマ構造にマップできます。 この例では、パーサーで 2 つの異なるスキーマ
構造を使用します。 1 番目のパーサーで「EmployeeInfo」リストに従業員情報が
格納され、2 番目のパーサーで「Dept_employee」リストにも従業員情報が格納
されます。 「マッピング」タブで、「EmployeeInfo」リストを「left」リストに
マップすること、および「Dept_employee」リストを「right」リストにマップする
ことができます。次の図は、このビューを示しています。
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タスクの結果
このステップ出力には、Union:result という名前の新しいノードが含まれます。
Union:result の構造は、「結合タイプ」で定義した構造と同じです。 次の図は、ス
テップ出力のこの部分を示しています。

例 5: XML コンポーザー・ステップの構成
XML コンポーザー・ステップを構成して、部門内の従業員の XML ファイルを作
成します。
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手順
1. XML コンポーザー・ステップの「XML ターゲット」ウィンドウで、「ストリ
ングとして渡す」を選択します。 これにより、構成された XML ストリング
が、以後の処理のためにダウンストリームのステップまたはステージに渡されま
す。
2. 「文書ルート」ウィンドウで、ステップで構成する文書を表すスキーマ・エレメ
ントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. Employee.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「employees」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」タ
ブに、スキーマの構造が表示されます。
3. 「検証」タブでは、デフォルトでは「厳密な検証」が選択されます。 このタブ
内のフィールドに変更を加える必要はありません。
4. 結合ステップでは、2 つのリストを 1 つの階層リストに結合しました。 今度
は、コンポーザー・ステップで、「マッピング」タブを使用して、ターゲット・
スキーマの項目を「Union:result」リスト内の項目にマップします。 マッピング
を作成するには、次の手順を実行します。
a. 「ソース」リストの「top/Union:result」を「ターゲット」リストの
「employee」項目にマップし、「自動マップ」をクリックします。
b. 自動マッピングを使用して、「Union:result」リストの各項目を「employee」
リストにマップします。
c. すべての項目を評価して、マッピングが正しく行われたかどうか確認しま
す。 マッピングが正しく行われたことが分かります。
5. 「フォーマット」タブで、デフォルトのエンコードは UTF-8 です。 このフィー
ルドを変更する必要はありません。
6. 「フォーマット・スタイル」を選択し、次のフィールドを構成します。
a. 「インデントの文字数」フィールドで、XML 出力内のインデント・レベルご
とに使用する文字数を選択します。
b. 「改行のスタイル」フィールドで、改行のタイプを選択します。 選択項目は
「UNIX (LF)」、「DOS(CRLF)」、または「MAC(CR)」です。

タスクの結果
ステップ出力には、XML_Composer:result という名前の新しいノードが含まれま
す。このノードにより、実行時に階層データ全体が送られます。 次の図は、XML
コンポーザー・ステップの出力を示しています。

148

階層データ変換ガイド

例 5: 出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のターゲット項目を、別のデータ構造のソース
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
このアセンブリーでは、出力ステップを使用して、コンポーザーの出力を順次ファ
イルにマップします。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で「出力ステップ」をクリックして、このステ
ップを開きます。 「出力ステップ」ウィンドウに「構成」タブが表示されま
す。

「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。
Employee_Union リンクの出力構造が表示されます。 上の図に示されている出力
表には、列が表示されていません。これは、ジョブを作成したとき、
Employee_Union リンクに対し列を定義しなかったためです。 列がなくてもエラ
ーにはなりません。 ただし、リンクに対し列が定義されていない場合、階層デ
ータ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。
コンポーザー出力では、結果のストリングは従業員データを含む単一の列である
ため、このステップでその単一の列を作成する必要があります。 ただし、この
列は、ジョブに戻り手動で作成する代わりに、出力ステップの「マッピング」タ
ブで自動的に作成できます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項目
をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造に単一のリン
ク Employee_Union があり、そのリンクに対して列は定義されていません。
「ターゲット」列に、リスト項目として「Employee_Union」リンクが表示されま
す。
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3. 次に、「Employee_Union」リスト項目をマップする必要があります。
「Employee_Union」項目を選択します。 この項目に対し、「ソース」で「候
補」リストから「top」を選択し、「伝搬」をクリックします。 伝搬により、ソ
ース構造の「top」項目の下層にある項目ごとに 1 つの列が自動的に作成されま
す。 「伝搬」ボタンを使用して項目を作成すると、それらの項目が自動的にマ
ップされます。 次の図は、結果を示しています。

4. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
5. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
6. ジョブを保存します。

例 5: ジョブの出力の表示
結合ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの zip ファイルを unzip したディレクトリ
ーのパスを入力します。 例えば、サンプルの zip ファイルをダウンロードし、
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C:¥Examples ディレクトリーに保存した場合、最初のパラメーターである「サン
プル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」として、このディレクトリーを入
力します。
4. 「実行」をクリックします。
5. ジョブの実行後、employees_output.xml ファイルを開き、結果を確認します。
employees_output.xml ファイルには、次のデータが含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><prn:employees
xmlns:prn="http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<prn:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2000-07-25</hireDate>
</prn:employee>
<prn:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
</prn:employee>
</prn:employees>
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例 6: XML コンポーザー・ステップおよび水平ピボット・ステッ
プの使用
Sequential File ステージと Hierarchical Data ステージを使用するジョブを作成しま
す。 水平ピボット・ステップを使用して、複数のフィールドを単一のリストに結合
します。

このタスクについて
この例では、リレーショナル・ファイル (address.txt) を XML ファイルに変換し
ます。 address.txt には、組織内の従業員の住所情報が含まれます。 水平ピボッ
ト・ステップを使用すると、複数のフィールドを単一のリストにマップできます。
XML コンポーザー・ステップを使用して、従業員の住所情報を含む階層構造を作成
します。 出力ステップで、住所情報を単一の XML ファイルにマップします。
このジョブでは、Address_file という名前の Sequential File ステージ、および
Address_compose という名前の Hierarchical Data ステージを使用します。 Address
という名前のリンクにより Sequential File ステージと Hierarchical Data ステージを
リンクします。
アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。

完成済みのサンプル・ジョブ (xml_hpivot_example.dsx) を入手することもできま
す。 完成済みのサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてその
完成済みサンプルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM InfoSphere
DataStage にインポートします。

152

階層データ変換ガイド

この例を作成するには、次のタスクを完了します。

例 6: ジョブの作成
Sequential File ステージと Hierarchical Data ステージを 1 つずつ含むサンプル・ジ
ョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、水平ピボットのサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョ
ブでは、Address_file という名前の Sequential File ステージ、および
Address_compose という名前の Hierarchical Data ステージを使用します。 Address
という名前のリンクにより Sequential File ステージと Hierarchical Data ステージを
リンクします。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。
4. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージを
キャンバスにドラッグします。 このステージを Sequential File ステージの右側
に配置します。
5. 次の手順を実行して、サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティ
ーを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 59. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダー・ツリーのルート

タイプ

ストリング
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表 59. フィールド名とその値の指定 (続き)
フィールド名

値

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

各例で、このジョブ・パラメーターを使用します。
6. Sequential File ステージから Hierarchical Data ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 60. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Sequential File ステージ

Address_file

Hierarchical Data ステージ

Address_compose

Sequential File ステージから Hierarchical
Data ステージへのリンク

Address

8. 「OK」をクリックします。
9. Address_file ステージを構成します。 「Address_file」ステージをダブルクリッ
クしてステージ・プロパティーを開きます。
10. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 61. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ソース」 > 「ファイル」

ファイルのパスとファイル名を入力します。
Address_file ステージの場合、ファイル名は
address.txt です。

「ソース」 > 「読み取り方式」

「特定ファイル」を選択します。

「オプション」 > 「最初の行は列名」

「True」を選択します。

11. 「列」タブをクリックし、次の列を作成します。
表 62. Address_file ステージ用の列
列名

SQL タイプ

street

VarChar

city

VarChar

state

VarChar

country

VarChar

postalCode

VarChar

phonenumber1

VarChar

phonenumber2

VarChar

address_type

VarChar

12. 「OK」をクリックしてステージ・プロパティーを閉じます。
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13. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_hpivot_example という名前
を付けます。

例 6: アセンブリーの作成
水平ピボット・ステップを使用して、複数のフィールドを単一リストに結合しま
す。

始める前に
サンプル・スキーマ Employee.xsd および Organization.xsd が既にインポートされて
いることを確認します。 XML パーサーの例を構築した場合、そのサンプルの一部
としてスキーマをインポート済みです。 スキーマのインポートについて詳しくは、
『サンプル用のスキーマのインポート』を参照してください。

手順
1. 「Hierarchical Data ステージ」をダブルクリックしてステージ・プロパティーを
開き、次に「アセンブリーの編集」をクリックしてアセンブリー・エディターを
開きます。
2. パレットを開き、「水平ピボット・ステップ」をダブルクリックして、それを
「アセンブリーのアウトライン」に追加します。
3. 「水平ピボット・ステップ」を選択し、次にパレットで「XML_Composer ステ
ップ」をダブルクリックして、それを「水平ピボット・ステップ」の下に追加し
ます。
4. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、Organization.xsd スキーマと Employee.xsd スキーマを使用します。 水平
ピボット・ステップで、複数のフィールドを単一リストに結合します。
XML_Composer ステップで、データを構成し、出力を address_output という名
前のファイルに保存します。

例 6: 水平ピボット・ステップの構成
水平ピボット・ステップを使用して、フィールドまたは項目をリストに変換しま
す。

このタスクについて
水平ピボット・ステップを使用して、複数のフィールドを 1 つのリストに結合しま
す。 これにより、コンポーザーで複数のフィールドを単一のリストにマッピングで
きます。

手順
1. 水平ピボット・ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
表 63. フィールドの構成
フィールド名

値

スコープ

「Address」を選択します。

注: スコープとして選択するリストには、リストに変換する必要のあるフィール
ドを格納します。
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2. ドロップダウン・リストから「phonenumber1」フィールドをクリックして選択し
ます。
3. 再びドロップダウン・リストから「phonenumber2」フィールドをクリックして選
択します。

タスクの結果
次の図は、「出力」タブ上の水平ピボットの出力を示しています。

水平ピボットの出力には、rows という名前のリストが含まれます。 rows には 2
つのフィールド (name および value) が含まれます。 name は、水平ピボットで定
義したフィールドの名前を表し、value には対応する名前のデータが保持されます。
この例では、「name」フィールドに phonenumber1 および phonenumber2 が含ま
れ、「value」フィールドに名前に関連するデータが含まれます。

例 6: XML コンポーザー・ステップの構成
XML コンポーザー・ステップを構成して、住所情報を含む XML ファイルを作成
します。

手順
1. XML コンポーザー・ステップの「XML ターゲット」ウィンドウで、「ファイ
ルに書き込む」を選択します。 「出力ディレクトリー」に対し「パラメーター
の挿入」をクリックし、「xml_example_root_folder」を選択します。 「ファイル
名接頭部」に address_output と入力します。
2. 「文書ルート」ウィンドウで、ステップで構成する文書を表すスキーマ・エレメ
ントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. Employee.xsd スキーマをクリックして開き、ルート・エレメントの
「addresses」をクリックし、「OK」をクリックします。「文書ルート」タブ
に、スキーマの構造が表示されます。
3. 「検証」タブでは、デフォルトでは「厳密な検証」が選択されます。 このタブ
内のフィールドに変更を加える必要はありません。
4. 「マッピング」タブで、ターゲット・スキーマの項目を「address」リストの項目
にマップします。 マッピングを作成するには、次の手順を実行します。
a. 「ソース」リストの「top/InputLinks/Address」を「ターゲット」リストの
「address」項目にマップし、「自動マップ」をクリックします。
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b. 自動マッピングを使用すると、必要な大部分のマッピングが作成されます
が、不必要なマッピングも一部作成されます。 例えば、「name」は
「e2res:text()」にマップされます。これは正しいマッピングではないため、
「value」に変更する必要があります。
c. 次の図は、マッピングを示しています。

5. 「H-Pivot:result/rows」が「phoneNumber」リストにマップされていることに注目
してください。 水平ピボット・ステップで、「phonenumber1」フィールドと
「phonenumber2」フィールドを単一のリストに結合したため、行およびデータは
「value」フィールドに格納されます。 水平ピボット・ステップを使用すると、
コンポーザーで、入力内の 2 つのリレーショナル・フィールドを単一のリスト
にマップできます。
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タスクの結果
次の図は、マッピングの結果を示しています。

例 6: ジョブの出力の表示
アセンブリーのビルドが完了した後、ジョブを実行し、出力を確認します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの zip ファイルを unzip したディレクトリ
ーのパスを入力します。 例えば、サンプルの zip ファイルをダウンロードし、
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C:¥Examples ディレクトリーに保存した場合、最初のパラメーターである「サン
プル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」として、このディレクトリーを入
力します。
4. 「実行」をクリックします。
5. ジョブの実行後、address_output.xml ファイルを開き、結果を確認します。
address_output.xml ファイルには、次のデータが含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:addresses xmlns:tns="http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<tns:address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<phoneNumber>1-234-234-4567</phoneNumber>
<phoneNumber>1-234-234-4566</phoneNumber>
<address_type>O</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<phoneNumber>1-876-456-4321</phoneNumber>
<phoneNumber>1-876-456-4320</phoneNumber>
<address_type>H</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<phoneNumber>1-965-234-1234</phoneNumber>
<phoneNumber>1-965-234-1235</phoneNumber>
<address_type>O</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<phoneNumber>1-000-000-8765</phoneNumber>
<phoneNumber>1-000-000-8764</phoneNumber>
<address_type>H</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32500</postalCode>
<phoneNumber>1-999-999-0989</phoneNumber>
<phoneNumber>1-999-999-0979</phoneNumber>
<address_type>O</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
階層データ
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<phoneNumber>1-567-654-7890</phoneNumber>
<phoneNumber>1-567-654-7891</phoneNumber>
<address_type>H</address_type>
</tns:address>
</tns:addresses>

例 7: XML パーサー・ステップおよびアグリゲート・ステップの
使用
この例では、Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを使用するジョ
ブを作成します。アグリゲート・ステップは、リスト内の項目の階層アグリゲート
を実行するために使用します。例えば、このステップを使用して、リスト内のデー
タの連結、リスト内の項目数のカウント、項目のリスト内の最初と最後のエレメン
トの検出を行うことができます。

このタスクについて
この例では、サンプルの XML データ・ファイル departments.xml とサンプルのス
キーマ Employee.xsd および Organization.xsd を使用して、1 つの XML ファイ
ル内のソース・データを構文解析して順次ファイルに書き込む方法を説明します。
departments.xml ファイルには、会社のさまざまな部門の従業員に関する情報が含
まれています。この例では、XML データを構文解析して順次ファイルに書き込みま
す。ファイルには、従業員の業務情報および住所情報が含まれています。従業員の
業務情報には、従業員名、雇用日、生年月日、性別、職名、従業員 ID、および部門
ID が含まれます。従業員の住所情報には、従業員 ID、番地、市町村、都道府県、
郵便番号、国、および住所タイプが含まれます。
アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。
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完成済みのサンプル・ジョブ (xml_aggregate_example.dsx) を入手することもでき
ます。 完成済みのサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてそ
の完成済みサンプルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM
InfoSphere DataStage にインポートします。
この例を作成するには、次のタスクを完了します。

ステップ 7.1: ジョブの作成
Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを含むジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、アグリゲートのサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョ
ブには、Employees という名前の Hierarchical Data ステージと、Employee_File と
いう名前の Sequential File ステージが含まれています。 Hierarchical Data ステージ
は、Employees_Aggregate という名前のリンクにより Sequential File ステージにリ
ンクされています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティーを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 64. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

サンプル・フォルダーの場所を指します。
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5. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。 このステージを Hierarchical Data ステージの右側に配
置します。
6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 65. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Employees

Hierarchical Data ステージから Sequential
File ステージへのリンク

Employees_Aggregate

Sequential File ステージ

Employee_File

8. 「Employee_File」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティーを
構成します。
9. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 66. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名
employees_output.xml を入力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

最初の行は列名

「True」を選択します。

Employee_File ステージに対し、この時点では列は作成しません。 アセンブリ
ー・エディターを使用して、列を自動的に伝搬させます。
10. 「OK」をクリックして Employees_File ステージを閉じます。
11. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_aggregate_example という
名前を付けます。

ステップ 7.2: アセンブリーの作成
XML Parser ステージを使用して XML ファイルを構文解析し、アグリゲート・ス
テップを使用してリスト内の項目の階層アグリゲートを実行し、さらに出力ステッ
プを使用してデータを順次ファイルにマップします。

始める前に
サンプル・スキーマ employee.xsd および organization.xsd をインポートしま
す。前のいずれかの例を既に構築している場合、そのサンプルの一部としてスキー
マをインポート済みです。 スキーマのインポートについて詳しくは、『サンプル用
のスキーマのインポート』を参照してください。
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手順
1. 「Hierarchical Data ステージ」をダブルクリックしてステージ・プロパティーを
開きます。
2. 「アセンブリーの編集」ボタンをクリックしてアセンブリー・エディターを開き
ます。
3. パレットを開き、「XML_Parser ステップ」をダブルクリックして、それを「ア
センブリーのアウトライン」に追加します。
4. 「XML_Parser ステップ」を選択し、次にパレットで「アグリゲート・ステッ
プ」をダブルクリックして、それを「アセンブリーのアウトライン」の
「XML_Parser ステップ」の下に追加します。
5. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、Organization.xsd スキーマと Employee.xsd スキーマを使用して、入力
XML ファイルを読み取ります。この例で、アグリゲート・ステップを使用して、
さまざまな部門の従業員の数をカウントします。

ステップ 7.3: XML パーサー・ステップの構成
使用する XML ソース・データとスキーマの場所を構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「XML パーサー・ステップ」をクリック
します。デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ス
テップの「構成」タブを示しています。

2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル (departments.xml) 内にあります。
「単一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
「xml_example_root_folder」パラメーターを選択します。ジョブを実行する場
合、ファイルの正確な場所を指定します。 departments.xml の絶対パスを指定
することもできます。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。
階層データ

163

a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Organization をクリックして開
き、ルート・エレメント department をクリックし、「OK」をクリックしま
す。「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示されます。 ステップ出力
にも、この同じ構造が表示されます。
4. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプがストリ
ング・タイプとして扱われます。
次の図は、パーサー・ステップの出力スキーマを示しています。
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ステップ 7.4: アグリゲート・ステップの構成
アグリゲート・ステップを使用して、リスト内の項目の階層アグリゲートを実行し
ます。

このタスクについて
アグリゲート・ステップでは、アグリゲートを実行する入力リストを指定します。
また、入力リストをグループ化し、リスト全体ではなくすべてのグループに対して
個別にアグリゲートを実行するために、アグリゲート・キーを指定することもでき
ます。

手順
1. アグリゲート・ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
表 67. フィールドの構成
フィールド名

値

アグリゲートするリスト

「employee」を選択します。

スコープ

「top」を選択します。

アグリゲート・ステップのスコープは、アグリゲート関数のスコープを定義しま
す。スコープとして選択されたリスト内のエレメントがアグリゲートされます。
スコープは、アグリゲート・ステップの出力の場所も決定します。
スコープは常に、「アグリゲートするリスト」フィールドで選択されるリストの
親ノードでなければなりません。この例では、「アグリゲートするリスト」とし
て employee が選択されているため、スコープとして選択できるのは top また
は department のいずれかのみです。これは、employee リストより上に
department と top の 2 つのリストが存在しているためです。
スコープとして top を選択した場合、アグリゲート・ステップは、top リスト
内のエレメントを調べて、アグリゲートを実行します。例えば、スコープが top
に設定され、アグリゲートの項目が employeeID である場合、アグリゲート・ス
テップは、top リスト内のすべての employeeID を調べて、アグリゲートを実行
します。したがって、employeeID は、入力ファイル全体の中で調べられ、アグ
リゲートされます。次の図は、top リストの下でのステップの結果出力を示して
います。
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スコープとして department を選択した場合、アグリゲート・ステップは、各部
門 (一度に 1 つの部門) 内で項目を探し、アグリゲートを実行します。例えば、
スコープが department に設定され、アグリゲートの項目が「employeeID」であ
る場合、アグリゲート・ステップは、最初の部門内の employeeID を調べてか
ら、すべての部門を調べ終わるまで後続の部門を順番に調べ、アグリゲートを実
行します。したがって、employeeID は各部門内でアグリゲートされます。次の
図は、スコープとして department を選択した場合のステップの結果出力を示し
ています。

2. 「構成」タブには 2 つのタブがあります。「アグリゲート項目」と「アグリゲ
ート・キー」です。

階層データ

167

v 「アグリゲート項目」タブで、アグリゲートを実行するリストを指定します。
例えば、アグリゲート項目は employeeID のようになります。
v 「アグリゲート・キー」タブで、入力リストをグループ化するキーを指定しま
す。例えば、キーは deparmentID のようになります。
3. 「アグリゲート項目」タブを選択します。
v ドロップダウン・リストから「employeeID」を選択します。employeeID は、
各従業員に指定された固有キーです。
v ドロップダウン・リストから 「Count」 を選択します。count 関数は、部門
内の従業員の数をカウントします。first、last、concatenate など多数の関数が
あり、要件に応じて活用できます。
4. 「アグリゲート・キー」タブを選択します。
v ドロップダウン・リストから「departmentID」を選択します。departmentID
は、従業員の詳細情報をアグリゲートするキーです。
「アグリゲートするリスト」フィールドで「employee」を選択し、スコープを
「top」に設定し、「アグリゲート項目」として「employeeID」を選択し、「ア
グリゲート関数」として「count」を選択すると、アグリゲート時にアグリゲー
ト・ステップは、top リスト内のすべての従業員を調べ、その数をカウントしま
す。同様に、「アグリゲート・キー」として「departmentID」 を選択すると、
アグリゲート・ステップは top リスト内の従業員を調べ、departmentID に基づ
いて従業員をグループ化し、各グループの従業員数をカウントします。
「アグリゲートするリスト」フィールドで「employee」を選択し、スコープを
「department」に設定し、「アグリゲート項目」として「employeeID」を選択
し、「アグリゲート関数」として「count」を選択すると、アグリゲート時にア
グリゲート・ステップは、各部門内のすべての従業員を調べ、その数をカウント
します。スコープに設定した条件が department であるため、チェックが top ノ
ードから実行されないことに注意してください。同様に、「アグリゲート・キ
ー」として「departmentID」を選択すると、アグリゲート・ステップは
department リスト内の従業員を調べ、departmentID に基づいて従業員をグルー
プ化し、各グループの従業員数をカウントします。

タスクの結果
次の図は、「出力」タブ上のアグリゲートの出力を示しています。

アグリゲート・ステップの出力に、「Aggregate:result」という名前の新規リストが含
まれています。これに、aggregate と Aggregate_Input:keys の 2 つのノードが含まれ
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ています。employeeID_CNT には、部門内の従業員の数が保持されています。
Aggregate_Input:keys には、departmentID を含むアグリゲート・キーが保持されてい
ます。

ステップ 7.5: 出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のソース項目を、別のデータ構造のターゲット
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
この例では、出力ステップを使用して、コンポーザーの出力を順次ファイルにマッ
プします。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「出力ステップ」をクリックしてこのステ
ップを開きます。「出力ステップ」ウィンドウに「構成」タブが表示されます。
「出力」ウィンドウの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造が示され
ます。 次の図は、このアセンブリーの出力表の関連列を示しています。

「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。
Employee_Aggregate リンクの出力構造が表示されます。 直前の図に示されてい
る出力表には、列が表示されていません。これは、ジョブを作成したとき、
Employee_Aggregate リンクに対し列を定義しなかったためです。列がなくてもエ
ラーにはなりません。ただし、リンクに対し列が定義されていない場合、階層デ
ータ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。 ジョブに戻り手動
で列を作成する代わりに、出力ステップの「マッピング」タブで自動的に列を作
成できます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項目
をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造に単一のリン
ク Employee_Aggregate があり、そのリンクに対して列は定義されていません。
「ターゲット」列に、リスト項目として「Employee_Aggregate」リンクが表示さ
れます。
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3. 「Employee_Aggregate」リスト項目をマップします。「Employee_Aggregate」項
目を選択します。 この項目に対し、「ソース」で「候補」リストから
「Aggregate:result」を選択し、「伝搬」をクリックします。「Aggregate:result」
項目の下層にある項目ごとに 1 つの列がソース構造内に作成されます。「伝
搬」ボタンを使用して項目を作成すると、それらの項目が自動的にマップされま
す。 次の図は、結果を示しています。

4. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
5. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
6. ジョブを保存します。

ステップ 7.6: ジョブの出力の表示
アグリゲート・ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認しま
す。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの圧縮ファイル examples.zip からファイル
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を解凍したディレクトリーのパスを入力します。例えば、examples.zip ファイ
ルを C:¥Examples ディレクトリーにダウンロードして保存した場合は、最初の
パラメーターである「サンプル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」とし
て、このディレクトリーを入力します。
以下は、単一の部門の従業員情報を含む入力ファイルの一部です。
<department xmlns="" departmentID="A100" departmentKind="Division">
<manager>A7100</manager>
<ns1:employees>
<ns1:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="1000" isManager="false">
<jobTitle>Software Engineer</jobTitle>
<startDate>2008-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>1200000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="CF300" id="2000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Engineer</jobTitle>
<startDate>2006-05</startDate>
<endDate>2008-07</endDate>
<annualSalary>600000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
<ns1:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
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<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2000-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="3000" isManager="false">
<jobTitle>QA Analyst</jobTitle>
<startDate>2000-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="4000" isManager="false">
<jobTitle>Test Engineer</jobTitle>
<startDate>1999-01</startDate>
<endDate>2000-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
<ns1:employee employeeID="C1230" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Tania</firstName>
<middleName>G</middleName>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32500</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2002-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="5000" isManager="false">
<jobTitle>Software Developer</jobTitle>
<startDate>2002-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="6000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Developer</jobTitle>
<startDate>1998-01</startDate>
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<endDate>2002-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
</ns1:employees>
<annualBudget>100000000</annualBudget>
</department>

4. ジョブの実行後、employees_output.txt ファイルを開き、結果を確認します。
employees_output.txt ファイルには、次のデータが含まれます。
"employeeID_CNT","departmentID"
"3","A100"
"3","A101"

出力ファイルから分かるように、アグリゲート・ステップにより、top エレメン
トの下の入力ファイル内の各部門の従業員数がカウントされました。

例 8: XML コンポーザー・ステップおよびソート・ステップの使
用
この例では、Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを使用するジョ
ブを作成します。ソート・ステップは、リスト内の項目を昇順または降順にソート
するために使用します。

このタスクについて
この例では、サンプルの XML データ・ファイル departments.xml とサンプルのス
キーマ Employee.xsd および Organization.xsd を使用します。departments.xml
ファイルには、会社のさまざまな部門の従業員に関する情報が含まれています。こ
のファイルには、従業員の業務情報および住所情報が含まれています。従業員の業
務情報には、従業員名、雇用日、生年月日、性別、職名、従業員 ID、および部門
ID が含まれます。従業員の住所情報には、従業員 ID、番地、市町村、都道府県、
郵便番号、国、および住所タイプが含まれます。
この例では、入力 XML ファイルを解析し、employee リストを雇用日に基づいて昇
順でソートします。この後、ソートした出力を XML ファイルとして構成します。
アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。
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完成済みのサンプル・ジョブ (xml_sort_example.dsx) を入手することもできます。
完成済みのサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてその完成
済みサンプルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM InfoSphere
DataStage にインポートします。
この例を作成するには、次のタスクを完了します。

ステップ 8.1: ジョブの作成
Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを含むジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、ソートのサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョブに
は、Employees という名前の Hierarchical Data ステージと、Employee_File という
名前の Sequential File ステージが含まれています。 Hierarchical Data ステージは、
Employees_Sort という名前のリンクにより Sequential File ステージにリンクされて
います。
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手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティーを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 68. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

5. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。 このステージを Hierarchical Data ステージの右側に配
置します。
6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 69. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Employees

Hierarchical Data ステージから Sequential
File ステージへのリンク

Employees_Sort

Sequential File ステージ

Employee_File

8. 「Employee_File」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティーを
構成します。
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9. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 70. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

xml_example_root_folder パラメーターを選
択し、パスとして xml_examples/sort_step/
example1/output/employees_output.xml を
入力します。
出力ファイル employees_output.xml が
#xml_example_root#/ xml_examples/
sort_step/example1/output の場所に作成さ
れます。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

10. 「フォーマット」タブをクリックします。 「引用符=二重」フィールドと「区
切り文字 = コンマ」フィールドを右クリックし、「削除」を選択します。
Employee_File ステージに対し、この時点では列は作成しません。アセンブリ
ー・エディターを使用して、列を自動的に伝搬させます。
11. 「OK」をクリックして Employees_File ステージを閉じます。
12. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_sort_example という名前を
付けます。

ステップ 8.2: アセンブリーの作成
XML Parser ステージを使用して XML ファイルを構文解析し、ソート・ステップ
を使用してリスト内の項目を昇順または降順でソートし、さらにコンポーザーを使
用して XML ファイルを構成します。

始める前に
サンプル・スキーマ employee.xsd および organization.xsd をインポートしま
す。前のいずれかの例を既に構築している場合、そのサンプルの一部としてスキー
マをインポート済みです。 スキーマのインポートについて詳しくは、『サンプル用
のスキーマのインポート』を参照してください。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックしてステージ・エディターを開きま
す。
2. 「アセンブリーの編集」ボタンをクリックしてアセンブリー・エディターを開き
ます。
3. パレットを開き、「XML_Parser ステップ」をダブルクリックして、それを「ア
センブリーのアウトライン」に追加します。
4. 「XML_Parser ステップ」を選択し、次にパレットで「ソート・ステップ」をダ
ブルクリックして、それを「アセンブリーのアウトライン」の「XML_Parser ス
テップ」の下に追加します。
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5. 「ソート・ステップ」を選択し、パレットで「XML_Composer ステップ」をダ
ブルクリックして「アセンブリーのアウトライン」内の「ソート・ステップ」の
下に追加します。
6. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、Organization.xsd スキーマと Employee.xsd スキーマを使用します。 ソー
ト・ステップでは、hiredate に基づいて employee リストを昇順にソートしま
す。

ステップ 8.3: XML パーサー・ステップの構成
使用する XML ソース・データとスキーマの場所を構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「XML パーサー・ステップ」をクリック
します。デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ス
テップの「構成」タブを示しています。

2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル departments.xml 内にあります。
「単一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
「xml_example_root_folder」パラメーターを選択します。これと一緒に、パス
として #xml_example_root_folder#/sort_step/example1/input_files/
departments.xml と入力する必要があります。ジョブを実行する場合、サンプル
zip ファイルを unzip したサンプル・フォルダーの正確な場所を指定する必要が
あります。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Organization をクリックして開
き、ルート・エレメント「department」をクリックします。
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c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示
されます。 ステップ出力にも、この同じ構造が表示されます。
4. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプがストリ
ング・タイプとして扱われます。
次の図は、パーサー・ステップの出力スキーマを示しています。
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ステップ 8.4: ソート・ステップの構成
ソート・ステップを使用して、リスト内の項目を昇順または降順にソートします。
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このタスクについて
ソート・ステップでは、ソートを実行する入力リストを指定します。リストをソー
トするためのソート・キーを指定することもできます。

手順
1. ソート・ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
表 71. フィールドの構成
フィールド名

値

ソートするリスト

「employee」を選択します。

スコープ

「department」を選択します。

ソート・ステップのスコープは、ソート関数のスコープを定義します。スコープ
として選択されたリスト内のエレメントがソートされます。スコープは、ソー
ト・ステップの出力の場所も決定します。
スコープは常に、「ソートするリスト」フィールドで選択されるリストの親ノー
ドでなければなりません。この例では、「ソートするリスト」として employee
が選択されているため、スコープとして選択できるのは top または department
のいずれかのみです。これは、employee リストより上に department と top の
2 つのリストが存在しているためです。
スコープとして top を選択した場合、ソート・ステップは、top リスト内のエ
レメントを調べて、ソートを実行します。例えば、スコープが top に設定さ
れ、選択されたキーが hireDate である場合、ソート・ステップは top リスト
内のすべての hireDate を調べて、ソートを実行します。したがって、hireDate
は、入力ファイル全体の中で調べられ、ソートされます。次の図は、top リスト
の下でのステップの結果出力を示しています。

180

階層データ変換ガイド

スコープとして department を選択した場合、ソート・ステップは、各部門 (一
度に 1 つの部門) 内で項目を探し、このスコープ内でソートを実行します。例
えば、スコープが department に設定され、選択されたソート・キーが
hireDate である場合、ソート・ステップは、最初の部門内の hireDate を調べて
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そのデータをソートし、すべての部門を調べてソートするまで、後続の部門を順
番に処理します。したがって、hireDate は各部門内でソートされます。次の図
は、スコープとして department を選択した場合のステップの結果出力を示して
います。

2. 「キー」タブを選択します。
3. ドロップダウン・リストから 「hireDate」 を選択するか、「詳細」を使用して
hireDate を見つけます。
4. 「順序」フィールドを選択します。デフォルトのオプション設定は、「昇順」で
す。
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タスクの結果
次の図は、「出力」タブ上のソートの出力を示しています。

このステップ出力には、Sort:result という名前の新しいノードが含まれます。
Sort:result には、ソートされた employee リストが含まれます。

ステップ 8.5: XML コンポーザー・ステップの構成
XML コンポーザー・ステップを構成して、ソート・ステップの出力を XML ファ
イルとして構成します。

手順
1. XML コンポーザー・ステップの「XML ターゲット」ウィンドウで、「ストリ
ングとして渡す」を選択します。 これにより、構成された XML ストリング
が、以後の処理のためにダウンストリームのステップまたはステージに渡されま
す。
2. 「文書ルート」ウィンドウで、ステップで構成する文書を表すスキーマ・エレメ
ントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Organization をクリックして開
き、ルート・エレメント「department」を選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示
されます。
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3. 「検証」タブでは、デフォルトでは「厳密な検証」が選択されます。 このタブ
内のフィールドに変更を加える必要はありません。
4. ソート・ステップで、入力ファイルをソートしました。今度は、コンポーザー・
ステップで「マッピング」タブを使用して、ターゲット・スキーマの項目を直前
のステップからの出力スキーマの項目にマップします。マッピングを作成するに
は、次の手順を実行します。
a. 「ソース」リスト内の top/XML_Parser:result/org:departments/
ns0:department を「ターゲット」リストの「department」にマップします。
また、手動で manager をマップします。
b. 次に、手動でソース・リストの Sort:result/tns:employee をターゲット・
リストの「employee」にマップし、「自動マップ」をクリックします。「自
動マップ」により、Sort:result/tns:employee リストの下の各項目がターゲ
ットの employee リストの下の項目にマップされます。
c. また、ターゲット・リスト内の項目 annualBudget、departmentID、および
departmentKind を、ソース・リスト内の XML パーサーの結果の対応する項
目に手動でマップする必要もあります。
d. すべての項目を見直して、マッピングが正しく行われたかどうか確認しま
す。
5. 「フォーマット」タブで、デフォルトのエンコードは UTF-8 です。 このフィー
ルドを変更する必要はありません。
6. 「フォーマット・スタイル」を選択し、次のフィールドを構成します。
a. 「インデントの文字数」フィールドで、XML 出力内のインデント・レベルご
とに使用する文字数を選択します。 デフォルトでは、文字数は 4 に設定さ
れています。
b. 「改行のスタイル」フィールドで、改行のタイプを選択します。 選択項目は
「UNIX (LF)」、「DOS(CRLF)」、または「MAC(CR)」です。デフォルトの
選択項目は DOS です。

タスクの結果
次の図は、XML コンポーザー・ステップの出力を示しています。

ステップ出力には、XML_Composer:result という名前の新しいノードが含まれま
す。このノードにより、実行時に階層データ全体が送られます。

ステップ 8.6: 出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のターゲット項目を、別のデータ構造のソース
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
この例では、出力ステップを使用して、コンポーザーの出力を順次ファイルにマッ
プします。
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手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「出力ステップ」をクリックしてこのステ
ップを開きます。「出力ステップ」ウィンドウに「構成」タブが表示されます。

「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。
Employees_Sort リンクの出力構造が表示されます。 上の図に示されている出力
表には、列が表示されていません。これは、ジョブを作成したとき、
Employees_Sort リンクに対し列を定義しなかったためです。列がなくてもエラー
にはなりません。 ただし、リンクに対し列が定義されていない場合、階層デー
タ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。 ジョブに戻り手動で
列を作成する代わりに、出力ステップの「マッピング」タブで自動的に列を作成
できます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項目
をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造に単一のリン
ク Employees_Sort があり、そのリンクに対して列は定義されていません。 「タ
ーゲット」列に、リスト項目として「Employees_Sort」リンクが表示されます。

3. 「Employees_Sort」リスト項目をマップします。「Employees_Sort」項目を選択し
ます。この項目に対し、「ソース」で「候補」リストから「top」を選択し、
「伝搬」をクリックします。「top」項目の下層にある項目ごとに 1 つの列がソ
ース構造内に作成されます。「伝搬」ボタンを使用して項目を作成すると、それ
らの項目が自動的にマップされます。 次の図は、結果を示しています。
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4. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
5. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
6. ジョブを保存します。

ステップ 8.7: ジョブの出力の表示
ソート・ジョブを実行した後、XML ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの圧縮ファイル examples.zip からファイル
を解凍したディレクトリーのパスを入力します。例えば、examples.zip ファイ
ルを C:¥Examples ディレクトリーにダウンロードして保存した場合は、最初の
パラメーターである「サンプル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」とし
て、このディレクトリーを入力します。
以下は、単一の部門の従業員情報を含む入力ファイルです。
<departments xmlns:ns1="http://ibm.com/infosphere/xml/Employee"
xmlns="http://ibm.com/infosphere/xml/Organization"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ibm.com/infosphere/xml/Organization file:
/C:/work/rtc2/XMLPack_docs/documentation/sampledata/Organization.xsd">
<department xmlns="" departmentID="A100" departmentKind="Division">
<manager>A7100</manager>
<ns1:employees>
<ns1:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
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<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="1000" isManager="false">
<jobTitle>Software Engineer</jobTitle>
<startDate>2008-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>1200000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="CF300" id="2000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Engineer</jobTitle>
<startDate>2006-05</startDate>
<endDate>2008-07</endDate>
<annualSalary>600000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
<ns1:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2000-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="3000" isManager="false">
<jobTitle>QA Analyst</jobTitle>
<startDate>2000-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="4000" isManager="false">
<jobTitle>Test Engineer</jobTitle>
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<startDate>1999-01</startDate>
<endDate>2000-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
<ns1:employee employeeID="C1230" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Tania</firstName>
<middleName>G</middleName>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32500</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2002-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="5000" isManager="false">
<jobTitle>Software Developer</jobTitle>
<startDate>2002-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="6000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Developer</jobTitle>
<startDate>1998-01</startDate>
<endDate>2002-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
</ns1:employees>
<annualBudget>100000000</annualBudget>
</department>
</departments>

4. ジョブの実行後、employees_output.xml ファイルを開き、結果を確認します。
employees_output.xml ファイルには、次のデータが含まれます。
<org:departments xmlns:org="http://ibm.com/infosphere/xml/Organization">
<department departmentID="A100" departmentKind="Division">
<manager>A7100</manager>
<tns:employees xmlns:tns="http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<tns:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
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</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2000-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="3000" isManager="false">
<jobTitle>QA Analyst</jobTitle>
<startDate>2000-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>true</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="4000" isManager="false">
<jobTitle>Test Engineer</jobTitle>
<startDate>1999-01</startDate>
<endDate>2000-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>false</currentjob>
</job>
</Jobs>
</tns:employee>
<tns:employee employeeID="C1230" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Tania</firstName>
<middleName>G</middleName>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32500</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2002-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="5000" isManager="false">
<jobTitle>Software Developer</jobTitle>
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<startDate>2002-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>true</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="6000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Developer</jobTitle>
<startDate>1998-01</startDate>
<endDate>2002-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>false</currentjob>
</job>
</Jobs>
</tns:employee>
<tns:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="1000" isManager="false">
<jobTitle>Software Engineer</jobTitle>
<startDate>2008-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>1200000</annualSalary>
<currentjob>true</currentjob>
</job>
<job department="CF300" id="2000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Engineer</jobTitle>
<startDate>2006-05</startDate>
<endDate>2008-07</endDate>
<annualSalary>600000</annualSalary>
<currentjob>false</currentjob>
</job>
</Jobs>
</tns:employee>
</tns:employees>
<annualBudget>1.0E8</annualBudget>
</department>
</org:departments>

出力ファイルから分かるように、ソート・ステップにより、employee リストが
雇用日に基づいてソートされました。
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例 9: XML コンポーザー・ステップおよび順序結合ステップの使
用
この例では、Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを使用するジョ
ブを作成します。順序結合ステップは、employee リストと address リストの項目を
それらの位置に基づいて単一のリストにマージするために使用します。

このタスクについて
この例では、サンプルの XML ファイル employee.xml および address.xml とサン
プルのスキーマ Employee.xsd および Organization.xsd を使用します。
employee.xml ファイルには、名前、性別、生年月日、従業員 ID などの情報が含ま
れています。2 番目のファイルには、従業員の住所情報 (番地、市町村、都道府
県、郵便番号、国、および従業員 ID) が含まれています。この例では、順序結合ス
テップを使用して、employee リストと address リストを単一のリストにマージしま
す。その後、XML コンポーザー・ステップを使用して、従業員名と住所の詳細を含
む XML ファイルを構成します。
この例では、入力 XML ファイルを解析し、employee リストを雇用日に基づいて昇
順でソートします。この後、ソートした出力を XML ファイルとして構成します。
アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。

完成済みのサンプル・ジョブ (xml_orderjoin_example.dsx) を入手することもでき
ます。 完成済みのサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてそ
の完成済みサンプルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM
InfoSphere DataStage にインポートします。
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この例を作成するには、次のタスクを完了します。

ステップ 9.1: ジョブの作成
Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを含むジョブを作成します。

このタスクについて
この図は、順序結合のサンプル用に作成するジョブを示しています。このジョブに
は、Employees という名前の Hierarchical Data ステージと、Employees_File という
名前の Sequential File ステージが含まれています。 Hierarchical Data ステージは、
Employees_OrderJoin という名前のリンクにより Sequential File ステージにリンクさ
れています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティーを指定します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 72. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

5. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。 このステージを Hierarchical Data ステージの右側に配
置します。
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6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 73. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Employees

Hierarchical Data ステージから Sequential
File ステージへのリンク

Employees_OrderJoin

Sequential File ステージ

Employees_File

8. 「Employees_File」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティーを
構成します。
9. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 74. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

xml_example_root_folder パラメーターを選
択し、パスとして xml_examples/
orderjoin_step/example1/output/
employees_output.xml を入力します。
出力ファイル employees_output.xml が
#xml_example_root_folder#/xml_examples/
orderjoin_step/example1/output/
employees_output.xml の場所に作成されま
す。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

10. 「フォーマット」タブをクリックします。 「引用符=二重」フィールドと「区
切り文字 = コンマ」フィールドを右クリックし、「削除」を選択します。
Employees_File ステージに対し、この時点では列は作成しません。アセンブリ
ー・エディターを使用して、列を自動的に伝搬させます。
11. 「OK」をクリックして Employees_File ステージを閉じます。
12. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_orderjoin_example という
名前を付けます。

ステップ 9.2: アセンブリーの作成
順序結合ステップを使用して、employee リストと address リストの項目をそれらの
相対位置に基づいて単一のリストにマージします。

始める前に
サンプル・スキーマ employee.xsd および organization.xsd をインポートしま
す。前のいずれかの例を既に構築している場合、そのサンプルの一部としてスキー
マをインポート済みです。 スキーマのインポートについて詳しくは、『サンプル用
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のスキーマのインポート』を参照してください。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックしてステージ・エディターを開きま
す。
2. 「アセンブリーの編集」ボタンをクリックしてアセンブリー・エディターを開き
ます。
3. パレットを開き、「XML_Parser ステップ」をダブルクリックして、それを「ア
センブリーのアウトライン」に追加します。
4. 「XML_Parser ステップ」を選択し、次にパレットで別のパーサー・ステップを
ダブルクリックして「XML_Parser ステップ」の下に追加します。 このとき、こ
のパーサー・ステップには「XML_Parser_1 ステップ」という名前が付けられま
す。
5. 「XML_Parser_1 ステップ」を選択し、パレットで「順序結合ステップ」をダブ
ルクリックして「XML_Parser_1 ステップ」の下に追加します。
6. 「順序結合ステップ」を選択し、パレットで「XML_Composer ステップ」をダ
ブルクリックして「順序結合ステップ」の下に追加します。
7. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、Organization.xsd スキーマと Employee.xsd スキーマを使用します。 順序
結合ステップは、employee リストと address リストの項目をそれらの相対位置
に基づいて単一のリストにマージするために使用します。

ステップ 9.3: 1 番目の XML パーサー・ステップの構成
構文解析する 1 番目の XML ソース・データの場所とスキーマを構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「XML パーサー・ステップ」をクリック
します。デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ス
テップの「構成」タブを示しています。
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2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル employee.xml 内にあります。「単
一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
xml_example_root_folder パラメーターを選択します。ジョブを実行する場合、
xml サンプル・フォルダーの正確な場所を指定する必要があります。
#xml_example_root_folder#/xml_examples/orderjoin_step/example1/
input_files/employee.xml のように、XML 入力ファイルの完全パスを入力しま
す。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。
a. 「参照」をクリックします。 Organization1.xsd スキーマおよび
Employee1.xsd スキーマをインポートしたライブラリーである
Schemas_for_XML_example1 ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1 をクリックして開き、
ルート・エレメント「Employee_Names」をクリックします。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示
されます。 ステップ出力にも、この同じ構造が表示されます。
4. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプがストリ
ング・タイプとして扱われます。
次の図は、1 番目のパーサー・ステップの出力スキーマを示しています。
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ステップ 9.4: 2 番目の XML パーサー・ステップの構成
構文解析する 2 番目の XML ソース・データの場所とスキーマを構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「XML_Parser_1 ステップ」をクリックし
ます。デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ステ
ップの「構成」タブを示しています。

2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル address.xml 内にあります。「単一
ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
xml_example_root_folder パラメーターを選択します。ジョブを実行する場合、
xml サンプル・フォルダーの正確な場所を指定する必要があります。
#xml_example_root_folder#/xml_examples/orderjoin_step/example1/
input_files/address.xml のように、XML 入力ファイルの完全パスを入力しま
す。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。
a. 「参照」をクリックします。 Organization1.xsd スキーマおよび
Employee1.xsd スキーマをインポートしたライブラリーである
Schemas_for_XML_example1 ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1 をクリックして開き、
ルート・エレメント「Employee_Addresses」をクリックします。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示
されます。 ステップ出力にも、この同じ構造が表示されます。
4. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプがストリ
ング・タイプとして扱われます。
次の図は、2 番目のパーサー・ステップの出力スキーマを示しています。
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ステップ 9.5: 順序結合ステップの構成
順序結合ステップを使用して、employee リストと address リストの項目をそれらの
位置に基づいて単一のリストにマージします。

このタスクについて
順序結合ステップへの入力には、employee と address の 2 つのリストが含まれま
す。順序結合ステップを構成するときに、左リストと右リストの選択を行います。

手順
順序結合ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
表 75. フィールドの構成
フィールド名

値

左リスト

top/XML_Parser:result/prn:Employee_Names/
employee を選択します。

右リスト

top/XML_Parser_1:result/
prn:Employee_Addresses/address を選択します。

タスクの結果
ステップ出力に、OrderJoin:result という名前の新しいノードが含まれ、そこに
employee リストと address リストのマージされたリストが含まれます。次の図は、
ステップ出力のこの部分を示しています。
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ステップ 9.6: XML コンポーザー・ステップの構成
XML コンポーザー・ステップを構成して、順序結合ステップの出力を XML ファ
イルとして構成します。

手順
1. XML コンポーザー・ステップの「XML ターゲット」ウィンドウで、「ストリ
ングとして渡す」を選択します。 これにより、構成された XML ストリング
が、以後の処理のためにダウンストリームのステップまたはステージに渡されま
す。
2. 「文書ルート」ウィンドウで、ステップで構成する文書を表すスキーマ・エレメ
ントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Organization1.xsd スキーマおよび Employee1.xsd
スキーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Organization1 をクリックして開
き、ルート・エレメント「Employees」を選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示
されます。
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3. 「検証」タブでは、デフォルトでは「厳密な検証」が選択されます。 このタブ
内のフィールドに変更を加える必要はありません。
4. 順序結合ステップでは、2 つのリストをそれらの位置に基づいて単一のリストに
マージしました。今度は、「マッピング」タブを使用して、ターゲット・スキー
マの項目を直前のステップからの出力スキーマの項目にマップします。マッピン
グを作成するには、次の手順を実行します。
a. 「ソース」リストの top/OrderJoin:result を「ターゲット」リストの
「Employee」にマップし、「自動マップ」をクリックします。
b. 「自動マップ」により、top/OrderJoin:result リストの下の各項目がターゲ
ットの Employee リストの下の項目にマップされます。
c. すべての項目を見直して、マッピングが正しく行われたかどうか確認しま
す。
5. 「フォーマット」タブで、デフォルトのエンコードは UTF-8 です。 このフィー
ルドを変更する必要はありません。
6. 「フォーマット・スタイル」を選択し、次のフィールドを構成します。
a. 「インデントの文字数」フィールドで、XML 出力内のインデント・レベルご
とに使用する文字数を選択します。 デフォルトでは、文字数は 4 に設定さ
れています。
b. 「改行のスタイル」フィールドで、改行のタイプを選択します。 選択項目は
「UNIX (LF)」、「DOS(CRLF)」、または「MAC(CR)」です。デフォルトの
選択項目は DOS です。

タスクの結果
次の図は、マッピングの結果を示しています。

ステップ出力には、XML_Composer:result という名前の新しいノードが含まれま
す。 このノードには、XML コンポーザーの結果のストリング表現が保持されま
す。

ステップ 9.7: 出力ステップの構成
出力ステップでは、特定のデータ構造のターゲット項目を、ダウンストリームのス
テージのソース項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
この例では、出力ステップを使用して、コンポーザーの出力を順次ファイルにマッ
プします。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「出力ステップ」をクリックしてこのステ
ップを開きます。「出力ステップ」ウィンドウに「構成」タブが表示されます。
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「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。
Employees_OrderJoin リンクの出力構造が表示されます。上の図に示されている
出力表には、列が表示されていません。これは、ジョブを作成したとき、
Employees_OrderJoin リンクに対し列を定義しなかったためです。列がなくても
エラーにはなりません。ただし、リンクに対し列が定義されていない場合、階層
データ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。
コンポーザー出力では、結果のストリングは従業員データを含む単一の列である
ため、このステップでその単一の列を作成する必要があります。 ただし、この
列は、ジョブに戻り手動で作成する代わりに、出力ステップの「マッピング」タ
ブで自動的に作成できます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項目
をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造に単一のリン
ク Employees_OrderJoin があり、そのリンクに対して列は定義されていません。
「ターゲット」列に、リスト項目として「Employees_OrderJoin」リンクが表示さ
れます。

3. 「Employees_OrderJoin」リスト項目をマップします。「Employees_OrderJoin」項
目を選択します。 この項目に対し、「ソース」で「候補」リストから「top」を
選択し、「伝搬」をクリックします。「top」項目の下層にある項目ごとに 1 つ
の列がソース構造内に作成されます。「伝搬」ボタンを使用して項目を作成する
と、それらの項目が自動的にマップされます。 次の図は、結果を示していま
す。
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4. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
5. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
6. ジョブを保存します。

ステップ 9.8: ジョブの出力の表示
順序結合ジョブを実行した後、XML ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの圧縮ファイル examples.zip からファイル
を解凍したディレクトリーのパスを入力します。例えば、examples.zip ファイ
ルを C:¥Examples ディレクトリーにダウンロードして保存した場合は、最初の
パラメーターである「サンプル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」とし
て、このディレクトリーを入力します。
以下の 2 つの入力ファイルに、従業員情報と住所情報がそれぞれ格納されてい
ます。
employee.xml ファイル:
<tns:Employee_Names xmlns:tns=
"http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1">
<tns:employee EmpId="A8990">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
</tns:employee>
<tns:employee EmpId="B6540">
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<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
</tns:employee>
<tns:employee EmpId="C1230">
<name>
<firstName>Tania</firstName>
<middleName>G</middleName>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
</tns:employee>
<tns:employee EmpId="A8991">
<name>
<firstName>John</firstName>
<middleName>K</middleName>
<lastName>Milsted</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1982-08-07</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
</tns:employee>
<tns:employee EmpId="B6541">
<name>
<firstName>Emily</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Cheeseman</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-07-07</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
</tns:employee>
</tns:Employee_Names>

address.xml ファイル:
<tns:Empolyee_Addresses xmlns:tns=
"http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1">
<tns:address EmpId="A8990">
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
</tns:address>
<tns:address EmpId="B6540">
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
</tns:address>
<tns:address EmpId="C1230">
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
</tns:address>
<tns:address EmpId="A8991">
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<street>609 Eighth Street</street>
<city>portland</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78374</postalCode>
</tns:address>
<tns:address EmpId="B6541">
<street>750 Agronomy Road</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77843</postalCode>
</tns:address>
</tns:Empolyee_Addresses>

4. ジョブの実行後、employees_output.xml ファイルを開き、結果を確認します。
以下は、employees_output.xml ファイルの一部です。
<Employee>
<prn:employee xmlns:prn=
"http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1" EmpId="A8990">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
</prn:employee>
<prn:address xmlns:prn=
"http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1" EmpId="A8990">
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
</prn:address>
</Employee>
<Employee>
<prn:employee xmlns:prn=
"http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1" EmpId="B6540">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
</prn:employee>
<prn:address xmlns:prn=
"http://ibm.com/infosphere/xml/Employee1" EmpId="B6540">
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
</prn:address>
</Employee>
<Employee>

出力ファイルから分かるように、順序結合ステップにより、employee リストと
address リストがマージされました。
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例 10: XML パーサー・ステップおよび垂直ピボット・ステップの
使用
この例では、Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを使用するジョ
ブを作成します。垂直ピボット・ステップは、列内の値を単一行に変換するために
使用します。

このタスクについて
この例では、サンプルの XML データ・ファイル departments.xml とサンプルのス
キーマ Employee.xsd および Organization.xsd を使用して、1 つの XML ファイ
ル内のソース・データを構文解析して順次ファイルに書き込む方法を説明します。
departments.xml ファイルには、会社のさまざまな部門の従業員に関する情報が含
まれています。この例では、XML データを構文解析して順次ファイルに書き込みま
す。ファイルには、従業員の業務情報および住所情報が含まれています。従業員の
業務情報には、従業員名、雇用日、生年月日、性別、職名、従業員 ID、および部門
ID が含まれます。従業員の住所情報には、従業員 ID、番地、市町村、都道府県、
郵便番号、国、および住所タイプが含まれます。
アセンブリーのステップがすべて完了した後、アセンブリー・エディターには次の
図のような画面が表示されます。

完成済みのサンプル・ジョブ (xml_vpivot_example.dsx) を入手することもできま
す。 完成済みのサンプルを確認したり、この例を拡張する開始ポイントとしてその
完成済みサンプルを使用したりするには、その完成済みサンプルを IBM InfoSphere
DataStage にインポートします。
この例を作成するには、次のタスクを完了します。
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ステップ 10.1: ジョブの作成
Hierarchical Data ステージと Sequential File ステージを含むジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、垂直ピボットのサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョ
ブには、Department という名前の Hierarchical Data ステージと、Employee_File と
いう名前の Sequential File ステージが含まれています。Hierarchical Data ステージ
は、Employees_Vpivot という名前のリンクにより Sequential File ステージにリンク
されています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」を選択します。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、Hierarchical Data ステージを
キャンバスにドラッグします。
4. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・プロパティーを指定します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブの「パラメーター名」フィールドに
xml_example_root_folder と入力し、次の値を指定します。
表 76. フィールド名とその値の指定
フィールド名

値

プロンプト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

サンプル・フォルダーの場所を指します。

5. パレットの「ファイル」セクションを開き、Sequential File ステージをキャンバ
スにドラッグします。 このステージを Hierarchical Data ステージの右側に配
置します。
6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
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表 77. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Department

Hierarchical Data ステージから Sequential
File ステージへのリンク

Employees_Vpivot

Sequential File ステージ

Employee_File

8. 「Employee_File」ステージをダブルクリックして、ステージ・プロパティーを
構成します。
9. 「プロパティー」タブをクリックし、出力ファイルを定義する次のプロパティ
ーを構成します。
表 78. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名
employees_output.txt を入力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

最初の行は列名

「True」を選択します。

Employee_File ステージに対し、この時点では列は作成しません。 アセンブリ
ー・エディターを使用して、列を自動的に伝搬させます。
10. 「OK」をクリックして Employee_File ステージを閉じます。
11. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに xml_vpivot_example という名前
を付けます。

ステップ 10.2: アセンブリーの作成
XML Parser ステージを使用して XML ファイルを構文解析し、垂直ピボットを使
用して列のフィールド値を単一行に変換し、さらに出力ステップを使用してデータ
を順次ファイルにマップします。

始める前に
サンプル・スキーマ employee.xsd および organization.xsd をインポートしま
す。前のいずれかの例を既に構築している場合、そのサンプルの一部としてスキー
マをインポート済みです。 スキーマのインポートについて詳しくは、『サンプル用
のスキーマのインポート』を参照してください。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックしてステージ・エディターを開きま
す。
2. 「アセンブリーの編集」ボタンをクリックしてアセンブリー・エディターを開き
ます。
3. パレットを開き、「XML_Parser ステップ」をダブルクリックして、それを「ア
センブリーのアウトライン」に追加します。
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4. 「XML_Parser ステップ」を選択し、次にパレットで「垂直ピボット・ステッ
プ」をダブルクリックして、それを「アセンブリーのアウトライン」の
「XML_Parser ステップ」の下に追加します。
5. 「概要」の「説明」フィールドに、次の説明を入力します。このアセンブリーで
は、Organization.xsd スキーマと Employee.xsd スキーマを使用して、入力
XML ファイルを読み取ります。この例で、垂直ピボット・ステップを使用して、
列のフィールド値を単一行に変換します。

ステップ 10.3: XML パーサー・ステップの構成
使用する XML ソース・データとスキーマの場所を構成します。

手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「XML パーサー・ステップ」をクリック
します。デフォルトでは、ステップの「構成」タブが開きます。 次の図は、ス
テップの「構成」タブを示しています。

2. 「XML ソース」タブで、XML ソース・データの場所を指定します。 この例で
は、XML ソース・データは単一のファイル (departments.xml) 内にあります。
「単一ファイル」を選択し、「パラメーターの挿入」をクリックし、
「xml_example_root_folder」パラメーターを選択します。ジョブを実行する場
合、ファイルの正確な場所を指定します。 departments.xml の絶対パスを指定
することもできます。
3. 「文書ルート」タブで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エレ
メントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Organization.xsd スキーマおよび Employee.xsd ス
キーマをインポートしたライブラリーである
schemasSchemas_for_XML_examples ライブラリーを開きます。
b. 名前空間 http://ibm.com/infosphere/xml/Organization をクリックして開
き、ルート・エレメント department をクリックし、「OK」をクリックしま
す。「文書ルート」タブに、スキーマの構造が表示されます。 ステップ出力
にも、この同じ構造が表示されます。
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4. 「検証」タブで「厳密な検証」を選択します。 「厳密な検証」を選択すると、
自動的に、データ・タイプの変換が実行されることを確認したことになります。
デフォルトの「最小の検証」を使用した場合、すべてのデータ・タイプがストリ
ング・タイプとして扱われます。
次の図は、パーサー・ステップの出力スキーマを示しています。
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ステップ 10.4: 垂直ピボット・ステップの構成
垂直ピボット・ステップを使用して、列のフィールド値を単一行に変換します。
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このタスクについて
垂直ピボット・ステップでは、列のリスト内で表されているフィールドを単一行に
変換します。このステップでは、実行される垂直ピボット機能に基づいて、
address_type 値を列名として指定します。
垂直ピボットでは、列値にアルファベット、数字、および特殊文字 . (ドット)、_
(アンダースコアー)、および - (ハイフン) を使用できます。列値の先頭は、英字ま
たはアンダースコアーのいずれかでなければなりません。列値には、: (コロン)、@
などの特殊文字は使用できません。これは、指定される列値が列名として扱われ、
列名にそのような特殊文字を使用できないためです。

手順
1. 垂直ピボット・ステップの「構成」タブで、次のフィールドを構成します。
表 79. フィールドの構成
フィールド名

値

行のソース

「Address」を選択します。

スコープ

「employee」を選択します。

垂直ピボット・ステップのスコープは、垂直ピボット機能のスコープを定義しま
す。このスコープ内の列のフィールドが単一行に変換されます。スコープは、垂
直ピボット・ステップの出力の場所も決定します。
スコープは常に、「行のソース」フィールドで選択されるリストの親ノードでな
ければなりません。この例では、「行のソース」として Address が選択されて
いるため、スコープとして選択できるのは employee のみです。
top はスコープとして選択できません。デフォルトで、スコープは top に選択
されています。特定の垂直ピボット・ユース・ケースに基づいて、適切なスコー
プを指定する必要があります。
2. 「列名のソース」を選択します。
3. 「列名のソース」の値として address_type を選択します。「列名」フィールド
の下で H および O を住所タイプとして指定します。ここで、H および O は、
入力ファイル内の住所タイプの値です。列名は、入力ファイル内にある値と一致
している必要があります。
4. 「列名」の下で選択した値は、別の列内ではなく単一行に表示される結果出力と
なります。
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タスクの結果
次の図は、「出力」タブ上の垂直ピボットの出力を示しています。

垂直ピボット・ステップの出力に、「V-Pivot:result」という名前の新規リストが含ま
れています。これに、H と O の 2 つのノードが含まれています。「H」ノードに
は、部門内の従業員の個人の住所が保持されています。「O」ノードには、部門内の
従業員の勤務地住所が保持されています。

ステップ 10.5: 出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のターゲット項目を、別のデータ構造のソース
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
この例では、出力ステップを使用して、コンポーザーの出力を順次ファイルにマッ
プします。
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手順
1. 「アセンブリーのアウトライン」で、「出力ステップ」をクリックしてこのステ
ップを開きます。「出力ステップ」ウィンドウに「構成」タブが表示されます。

「出力」ウィンドウのデフォルト・ビューは「リンク」ビューです。
Employee_Vpivot リンクの出力構造が表示されます。 上の図に示されている出
力表には、列が表示されていません。これは、ジョブを作成したとき、
Employee_Vpivot リンクに対し列を定義しなかったためです。列がなくてもエラ
ーにはなりません。 ただし、リンクに対し列が定義されていない場合、階層デ
ータ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。 ジョブに戻り手動
で列を作成する代わりに、出力ステップの「マッピング」タブで自動的に列を作
成できます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 次の図は、マッピング表を示していま
す。 この表では、出力構造の各項目が表内の行で表されます。 ターゲット項目
をソース項目にマップします。 このジョブでは、ターゲット構造に単一のリン
ク Employee_Vpivot があり、そのリンクに対して列は定義されていません。
「ターゲット」列に、リスト項目として「Employee_Vpivot」リンクが表示され
ます。

3. 「Employee_Vpivot」リスト項目をマップします。「Employee_Vpivot」項目を選
択します。 この項目に対し、「ソース」で「候補」リストから「employee」を
選択し、「伝搬」をクリックします。「employee」項目の下層にある項目ごとに
1 つの列がソース構造内に作成されます。「伝搬」ボタンを使用して項目を作成
すると、それらの項目が自動的にマップされます。 次の図は、結果を示してい
ます。
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4. 「OK」をクリックしてアセンブリー・エディターを閉じます。
5. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
6. ジョブを保存します。

ステップ 10.6: ジョブの出力の表示
垂直ピボット・ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認しま
す。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントから「ファ
イル」 > 「コンパイル」を選択してジョブをコンパイルします。
2. 「ファイル」 > 「実行」を選択してジョブを実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターである「サンプル・フォルダ
ー・ツリーのルート」に、サンプルの圧縮ファイル examples.zip からファイル
を解凍したディレクトリーのパスを入力します。例えば、examples.zip ファイ
ルを C:¥Examples ディレクトリーにダウンロードして保存した場合は、最初の
パラメーターである「サンプル・フォルダー・ツリーのルート」の「値」とし
て、このディレクトリーを入力します。
以下は、特定の部門の従業員情報を含む入力ファイルです。
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<department xmlns="" departmentID="A100" departmentKind="Division">
<manager>A7100</manager>
<ns1:employees>
<ns1:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="1000" isManager="false">
<jobTitle>Software Engineer</jobTitle>
<startDate>2008-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>1200000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="CF300" id="2000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Engineer</jobTitle>
<startDate>2006-05</startDate>
<endDate>2008-07</endDate>
<annualSalary>600000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
<ns1:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
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<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2000-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="3000" isManager="false">
<jobTitle>QA Analyst</jobTitle>
<startDate>2000-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="4000" isManager="false">
<jobTitle>Test Engineer</jobTitle>
<startDate>1999-01</startDate>
<endDate>2000-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
<ns1:employee employeeID="C1230" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Tania</firstName>
<middleName>G</middleName>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32500</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2002-07-25</hireDate>
<Jobs>
<job department="A100" id="5000" isManager="false">
<jobTitle>Software Developer</jobTitle>
<startDate>2002-07</startDate>
<endDate>2010-12</endDate>
<annualSalary>2000000</annualSalary>
<currentjob>1</currentjob>
</job>
<job department="DV100" id="6000" isManager="false">
<jobTitle>Associate Developer</jobTitle>
<startDate>1998-01</startDate>
<endDate>2002-07</endDate>
<annualSalary>1000000</annualSalary>
<currentjob>0</currentjob>
</job>
</Jobs>
</ns1:employee>
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</ns1:employees>
<annualBudget>100000000</annualBudget>
</department>
</departments>

4. ジョブの実行後、employees_output.txt ファイルを開き、結果を確認します。
employees_output.txt ファイルには、次のデータが含まれます。
"firstName","middleName","lastName","gender","dateOfBirth","title",
"hireDate","employeeID","departmentID","street","city","state","country",
"postalCode","address_type","street_2","city_2","state_2","country_2",
"postalCode_2","address_type_2""Zen","P","Wright","male","1980-04-04",
"Mr","2008-07-11","A8990","A100","2001 West Street","Arlington","Texas",
"USA","78300","H","2301 East Lamar Blvd","Arlington","Texas","USA",
"78363","O""Cynthia","P","Donald","female","1987-01-17","Miss",
"2000-07-25","B6540","A100","53rd West Street","Houston","Texas","USA",
"77000","H","San Felipe Suite 2400","Houston","Texas","USA","77057","O"
"Tania","G","William","female","1980-01-17","Miss","2002-07-25","C1230",
"A100","54th South Street","Miami","Florida","USA",
"32501","H","5th South Street","Miami","Florida","USA","32500","O"

出力ファイルから分かるように、垂直ピボット・ステップにより、列内の値が単
一行に変換されました。

JSON データの変換の例
JSON データを構文解析し、構成するサンプル・ジョブを作成できます。
すべてのサンプルで、schema.json という 1 つのスキーマ・ファイルを使用しま
す。各サンプルを作成することも、完成したジョブをインポートすることもできま
す。サンプルのデータは JSON ファイルで、連絡先情報が含まれます。スキーマに
より、連絡先情報構造が定義されます。
サンプルのファイルを入手するには、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27038750 に移動します。

例 1: JSON データの構文解析
JSON パーサー・ステップを使用して、1 つの JSON データ・ファイルに保管され
ている連絡先データを構文解析し、その情報を 2 つのフラット・ファイルに入れる
簡単なジョブを作成できます。

このタスクについて
この基本構文解析の例では、サンプル JSON データ・ファイルの schema.json, を
使用します。schema.json ファイル内の連絡先情報を構文解析して、2 つのファイ
ルに入れます。一方のファイルには、連絡先情報 (姓、名、年齢、番地、市、郵便
番号、新規サブスクリプション、および会社名) が含まれます。もう一方のファイ
ルには、電話番号 (番号およびタイプ) が含まれます。
関連資料:
48 ページの『JSON パーサー・ステップ』
JSON パーサー・ステップを使用して、同じ構造の 1 つ以上の文書を構文解析しま
す。
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ジョブの作成
1 つの Hierarchical Data ステージと 2 つの Sequential File ステージを含むサンプ
ル・ジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、構文解析のサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョブに
は、JSON_Parser という名前の 1 つの Hierarchical Data ステージと、Contacts_File
および PhoneNumbers_File という名前の 2 つの Sequential File ステージが含まれ
ています。JSON_Parser ステージは、Contacts という名前のリンクにより
Contacts_File ステージにリンクされ、また PhoneNumbers という名前のリンクによ
り PhoneNumbers_File ステージにリンクされています。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。
4. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・パラメーターを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」をクリックします。
b. 「パラメーター」ページで、次の表の値を指定します。
表 80. パラメーターの値
フィールド名

値

パラメーター名

json_example_root_folder

プロンプト

サンプル・フォルダー・ツリーのルート

タイプ

ストリング
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表 80. パラメーターの値 (続き)
フィールド名

値

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

各例で、このジョブ・パラメーターを使用します。
5. パレットの「ファイル」セクションを開き、2 つの Sequential File ステージを
キャンバスにドラッグします。 これらのステージを Hierarchical Data ステー
ジの右側に配置します。
6. Hierarchical Data ステージから各 Sequential File ステージへのリンクを作成し
ます。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 81. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

JSON_Parser

Sequential File ステージ

Contacts_File

Sequential File ステージ

PhoneNumbers_File

JsonParser から Contacts_File へのリンク

Contacts

JsonParser から PhoneNumbers_File へのリン
ク

PhoneNumbers

8. Contacts_File ステージをダブルクリックし、「列」タブで、次の表にリストさ
れている列を構成します。 JSON データが含まれる schema.json ファイルを
確認して、Hierarchical Data ステージから Contacts_File ステージおよび
PhoneNumbers_File ステージに渡される連絡先データを保持するために、どのよ
うな列を作成するか判断します。
表 82. Contacts_File ステージ用の列
列名

SQL タイプ

FirstName

VarChar

LastName

VarChar

Age

VarChar

StreetAddress

VarChar

City

VarChar

State

VarChar

PostalCode

VarChar

NewSubscription

VarChar

CompanyName

VarChar

また、「出力」ステップの「マッピング」タブで「伝搬」ボタンを使用するこ
とで、列を自動生成することもできます。
a. 「プロパティー」ページで、出力ファイルを定義する次のプロパティーを構
成します。
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表 83. 出力ファイルのプロパティー
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名 Contacts.txt を入
力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

「最初の行は列名」

「True」に設定します。

b. 「OK」をクリックして Contacts_File ステージを閉じます。
9. PhoneNumbers_File ステージをダブルクリックし、「プロパティー」ページで、
次の表にリストされているプロパティーを構成します。 PhoneNumbers_File ス
テージに対し、列は作成しません。後でアセンブリー・エディターを使用し
て、これらの列を自動的に伝搬します。
表 84. プロパティーの構成
フィールド名

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成する場所のパスを入力
し、その後にファイル名 PhoneNumbers.txt
を入力します。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

「上書き」を選択してファイルを作成しま
す。

「最初の行は列名」

「True」に設定します。

a. 「OK」をクリックしてステージ・プロパティーを閉じます。
10. 「ファイル」 > 「保存」を選択し、ジョブに json_parser_example という名
前を付けます。

アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
各 Hierarchical Data ステージに対し、アセンブリー・エディターを開きます。この
エディターは、ジョブのコンテキスト内で XML 変換を定義するために使用しま
す。

このタスクについて
アセンブリー・エディターを使用して、アセンブリーを作成します。アセンブリー
には、階層データを構文解析、構成、および変換する一連のステップが含まれま
す。 デフォルトでは、アセンブリーには、概要、入力ステップ、および出力ステッ
プが含まれます。 実行する変換のタイプに基づき、アセンブリーにステップを追加
できます。この例では、JSON データを構文解析して 2 つの出力 Sequential File ス
テージ (Contacts_File および Employee_File) を作成するために、1 つの
JSON_Parser ステップを追加します。

手順
1. 「JSON_Parser ステージ」をダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
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2. 「パレット」をクリックしてパレットを開き、「JSON パーサー・ステップ」を
ダブルクリックして概要に追加します。この JSON パーサー・ステップは、ア
センブリーに追加した最初のステップであるため、入力ステップと出力ステップ
の間に追加されます。
3. 「概要」で、JSON パーサー・ステップおよび出力ステップの横にエラー・アイ
コン (赤色の感嘆符) が表示されます。エラー・アイコンは、そのステップの 1
つ以上の問題に対処する必要があることを示します。 問題リストを表示するに
は、「すべて表示」をクリックします。 次の図は、このアセンブリーの問題を
示しています。

JSON パーサー・ステップに 2 つのエラーがあります。これらのエラーは、2
つの必須フィールドに入力する必要があることを示しています。 出力ステップ
に 9 個のエラーがあります。 これらのエラーでは、出力リンク (Contacts およ
び PhoneNumbers) について、および Contacts リンクに対し定義した列について
入力が必要であることが示されています。これらのリンクおよび列はエラーとし
てリストされますが、これは、アセンブリーの階層構造がリレーショナル構造に
マップされていないためです。出力リストの最初のエラーは、PhoneNumbers リ
ンクに対し列が定義されていないことを示しています。現時点では、これらのエ
ラーは無視してかまいません。出力ステップでマッピングを作成するときに、こ
れらのエラーを修正します。
4. 問題リストを閉じます。
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サンプル用のスキーマのインポート
スキーマ・ライブラリー・マネージャーを使用して、選択した JSON データを表す
スキーマを生成し、そのスキーマをライブラリーにインポートします。

このタスクについて
サンプル・ジョブで使用するスキーマを生成し、インポートする必要があります。
インポートされたスキーマはメタデータ・リポジトリーに保管されます。この場所
で、それらのスキーマにアクセスして、作成したアセンブリーで使用できます。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「ライブラリー」タブをクリックしてスキーマ・
ライブラリー・マネージャーを開きます。
2. 「新規ライブラリー」をクリックして、サンプル・スキーマ用のライブラリーを
作成します。
a. ライブラリー名として Example_Parser と入力します。
b. カテゴリーとして Examples と入力します。
これで「Examples」の下にライブラリーが分類されます。
3. 「Examples」カテゴリーを展開し、「Example_Parser」を選択し、「新規リソー
スのインポート」をクリックします。使用可能な JSON ファイルを示すため
に、「ファイルのタイプ」を「JSON インスタンス」に設定します。
schema.json を見つけ、それをライブラリーにインポートします。
a. schema.json ファイルをインポートします。これにより、選択した
schema.json ファイル内の構造およびタイプを表すスキーマが生成されま
す。このスキーマは、指定したライブラリーにインポートされます。
4. アセンブリーに戻るために、「アセンブリー・エディター」タブをクリックしま
す。
関連タスク:
233 ページの『アセンブリー・エディターのオープンおよび構成』
アセンブリー・エディターで、階層結合ステップを追加します。これは、2 つのリ
ストから親子階層を作成するために使用されます。次に、JSON ファイルを構成で
きる JSON コンポーザー・ステップを追加します。

概要の構成
「概要」は、アセンブリーに関する作成情報および修正情報を提供します。「概
要」には、変更可能な「説明」フィールドが含まれています。

このタスクについて
「概要」では、アセンブリーの任意指定の説明を入力できます。 このフィールドに
より、アセンブリーの目的が文書として示されるため、本人または他のユーザーが
そのアセンブリーを後で変更する必要がある場合に役立ちます。

手順
「説明」フィールドに、次の説明を入力します: このアセンブリーでは、
schema.json スキーマを使用します。このアセンブリーでは schema.json データ・
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ファイルを構文解析し、Contacts.txt および PhoneNumbers.txt という名前の 2
つのファイルに出力を送ります。

JSON パーサー・ステップの構成
JSON ソース・データの場所と、それを構文解析するために使用するスキーマの場
所を構成します。

手順
1. 「概要」で「JSON パーサー・ステップ」をクリックします。
2. 「JSON ソース」ページで、JSON ソース・データの場所を指定します。この例
では、JSON ソース・データは単一のファイル (schema.json) 内にあります。
a. 「単一ファイル」を選択します。
b. 「パラメーターの挿入」をクリックし、「json_example_root_folder」パラメ
ーターを選択します。 ジョブを実行する場合、ファイルの正確な場所を指定
します。例えば、JSON スキーマ・ファイルをダウンロードし、
C:¥json_example_root_folder ディレクトリーに保存した場合、この最初のパラ
メーターの値としてこのディレクトリーを入力します (c:/
json_example_root_folder/schema.json)。
3. 「文書ルート」ページで、このステップで構文解析する文書を表すスキーマ・エ
レメントを選択します。「参照」をクリックします。 schema.json ファイルを
インポートしたライブラリーである Example_Parser ライブラリーを開きます。
4. ルート・エレメントを選択し、「OK」をクリックします。「文書ルート」ペー
ジに、スキーマの構造が表示されます。「出力スキーマ」ページにも同じ構造が
表示されます。
5. 「検証」ページで、「最小の検証」を選択します。 「最小の検証」を使用した
場合、すべてのデータ・タイプが自動的にストリング・タイプに変換されます。

出力ステップの構成
出力ステップでは、あるデータ構造のソース項目を、別のデータ構造のターゲット
項目にマップする方法を定義するマッピングを作成します。

このタスクについて
この例では、出力ステップを使用して、階層データ構造をリレーショナル・データ
構造にマップします。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「出力ステップ」をクリックします。「出力」ペ
ージの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造が示されます。
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Contacts リンクの出力構造が表示されます。Sequential File ステージ・エディタ
ーで定義した列が出力表に表示されていることに注目してください。「リンク」
ビューで、定義した列を変更できます。 列に対して行った変更は、Sequential
File ステージ・プロパティーの列定義に伝搬されます。
2. 「出力リンク」リストから「PhoneNumbers」を選択します。この出力表には、
列は表示されません。これは、ジョブを作成したとき、PhoneNumbers リンクに
対し列を定義しなかったためです。リンクに対し列が定義されていない場合、階
層データ構造内のソース項目をそのリンクにマップできません。このジョブの目
的は、電話番号データを含むファイルを生成することであるため、電話番号列を
作成する必要があります。ただし、これらの列は、ジョブに戻り手動で作成する
代わりに、出力ステップの「マッピング」タブで自動的に作成できます。
3. 「マッピング」タブをクリックします。 出力構造内の各項目は、マッピング表
では行で表されます。ターゲット項目をソース項目にマップします。 このジョ
ブでは、ターゲット構造に 2 つのリンク Contacts および PhoneNumbers があ
り、またそれらのリンクに対し定義されている列があります。「ターゲット」列
に、リスト項目として「Contacts」リンクが表示されます。「Contacts」リスト項
目の下に、内容項目として各列が表示されています。
a. マッピングを作成するには、ターゲット・リスト項目をソース・リスト項目
にマップします。 次に、ターゲットの内容項目をソースの内容項目にマップ
します。
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表 85. マッピングを指定する 5 つの方法
方法

説明

自動マップ

「自動マップ」をクリックすると、ターゲッ
トの内容項目をソースの内容項目に自動的に
マップできます。

詳細

リストで「詳細」オプションを使用して、有
効なマッピング候補のリストからマッピング
候補を選択するか、ソース構造全体からマッ
ピング候補を選択します。

定数

リストで「定数」オプションを使用して、マ
ッピングとして定数値を指定します。

選択されたターゲットへのマップ

「入力スキーマ」ツリー・コントロールで、
対象のマッピング・ソース・ノードを右クリ
ックし、「選択されたターゲットへのマッ
プ」を選択します。

「リンクの新規列として追加」または「リン 「リンクの新規列として追加」メニュー項目
クの新規列として子を追加」
を選択すると、ノードを新規列として伝搬で
きます。ベクトルまたはグループ・ノードを
右クリックし、「リンクの新規列として子を
追加」メニュー項目を選択すると、リンクの
新規列として直接の子が伝搬されます。

4. 「ターゲット」セクションから「Contacts」リスト項目を選択します。
a. 「ソース」セクションのリストで、項目をクリックして選択します。
b. 選択した項目とそのすべての下層項目のマッピングを作成するために、「自
動的にマップ」をクリックします。
自動的にマップされる各ソース項目は、類似する名前およびデータ・タイプに基
づき決定されます。
次の図では、ターゲットの「Contacts」リスト項目とそのすべての子項目がソー
ス項目に自動的にマップされています。
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5. 「ターゲット」列から「PhoneNumbers」リスト項目をマップします。
a. 「ソース」列で、リストから「PhoneNumbers」を選択し、「伝搬」をクリッ
クします。 . 伝搬により、ソース構造の「PhoneNumbers」項目の下層にある
項目ごとに 1 つの列が自動的に作成され、それらの項目がソース列内の各項
目に自動的にマップされます。
次の図は、伝搬後のマッピング結果を示しています。
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6. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。

ジョブの出力の表示
構文解析ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻り、さらに「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターを閉じます。
2. ジョブをコンパイルするために、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デ
ザイナー・クライアントで「ファイル」 > 「コンパイル」を選択します。
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3. 「ファイル」 > 「実行」をクリックしてジョブを実行します。
4. パラメーター・ウィンドウで、最初のパラメーターの「サンプル・フォルダー・
ツリーのルート」に、サンプル .zip ファイルを解凍したディレクトリーのパス
を入力します。例えば、サンプル .zip ファイルをダウンロードし、
C:¥Examples ディレクトリーに保存した場合、このディレクトリーを入力しま
す。
以下は、連絡先情報と電話番号情報を含むサンプル入力ファイルです。
{
"contacts": [
{
"firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"age": 25,
"address": {
"streetAddress": "21 2nd Street",
"city": "New York",
"state": "NY",
"postalCode": "10021"
},
"phoneNumbers": [
{ "type": "home", "number": "212 555-1234" }
],
"newSubscription": false,
"companyName": "FakeOne"
},
{
"firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"age": 25,
"address": {
"streetAddress": "21 2nd Street",
"city": "New York",
"state": "NY",
"postalCode": "10021"
},
"phoneNumbers": [
{ "type": "home", "number": "212 555-1234" },
{ "type": "fax", "number": "646 555-4567" }
],
"newSubscription": false,
"companyName": "FakeOne"
}
]
}

5. ジョブの実行後、Contacts.txt と PhoneNumbers.txt ファイルを開き、結果を
確認します。
Contacts.txt ファイルには、次のデータが含まれます。
"FirstName","LastName","Age","StreetAddress","City","State","PostalCode",
"newSubscription","CompanyName"
"John","Smith","25","21 2nd Street","New York","NY","10021","false","FakeOne"
"John","Smith","25","21 2nd Street","New York","NY","10021","false","FakeOne"

PhoneNumbers.txt ファイルには、次のデータが含まれます。
"type","number"
"home","212 555-1234"
階層データ
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"home","212 555-1234"
"fax","646 555-4567"

例 2: JSON コンポーザー・ステップと階層結合ステップを使用し
た JSON データの構成
ここでは、Hierarchical Data ステージで JSON コンポーザー・ステップと階層結合
ステップを使用して階層構造を作成するジョブを作成します。

このタスクについて
この基本的な例では、2 つのリレーショナル・データ・ファイル (Contacts.txt お
よび PhoneBooks.txt) とサンプル JSON データ・ファイル (schema.json) を使用
して、2 つのリレーショナル・ファイルに含まれるソース・データから 1 つの
JSON ファイルを構成します。Contacts.txt ファイルには、連絡先の詳細 (姓、
名、年齢、番地、市、県、郵便番号、新規サブスクリプション、および会社名) が
含まれます。PhoneBooks.txt ファイルには、姓、名、番号、およびタイプが含まれ
ます。各人に住所と電話番号があります。この例では、アセンブリーで階層結合ス
テップを使用して 2 つの表を結合し、階層構造を作成します。次に、
Address_JSON_Composer ステップと PhoneNumbers_JSON_Composer ステップを使
用して、ビューごとに 1 つの JSON 文書パーツを作成し、さらに JSON コンポー
ザー・ステップを使用して、生成されたすべてのパーツを組み立て、連絡先情報の
後に電話番号が含まれる JSON ファイルを構成します。
この例は、スキーマ・ビューを使用して JSON サンプル・データを構成する方法を
示しています。スキーマ・ビューは、大規模スキーマのサブセットを定義するため
に使用されます。この例のスキーマのような小規模スキーマに基づいて JSON デー
タを構成するアセンブリーを設計する場合、構成プロセスを複数の部分に分割する
必要はありません。サンプルの JSON データは、1 つのコンポーザー・ステップを
使用して構成できます。大規模スキーマについて詳しくは、 62 ページの『大規模ス
キーマ』を参照してください。
関連資料:
51 ページの『JSON コンポーザー・ステップ』
JSON スキーマ、または JSON スキーマから作成されたビューを使用して、JSON
データを構成します。

ジョブの作成
1 つの Hierarchical Data ステージと 2 つの Sequential File ステージを含むサンプ
ル・ジョブを作成します。

このタスクについて
次の図は、構成のサンプル用に作成するジョブを示しています。 このジョブには、
Contacts_file および PhoneNumbers_file という名前の 2 つの Sequential File ステー
ジが含まれています。 これらの Sequential File ステージは、Contacts および
PhoneNumbers という名前の 2 つのリンクにより Hierarchical Data ステージにリン
クされています。 この例では、ジョブで Join ステージを使用してファイルをリス
トに結合するのではなく、またアセンブリーで再グループ化ステップを使用してフ
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ァイルをネストされたリストに結合するのではなく、アセンブリーで階層結合ステ
ップを使用して、これらの両方の操作を実行します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動しま
す。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」 >
「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「ファイル」セクションを開き、2 つの Sequential File ステージをキ
ャンバスにドラッグします。
4. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。 Hierarchical Data ステージを Sequential
File ステージの右側に配置します。
5. サンプル・ファイルの場所に関するジョブ・パラメーターを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」をクリックします。
b. 「パラメーター」ページで、次の表の値を指定します。
表 86. パラメーターの値
フィールド名

値

パラメーター名

json_example_root_folder

プロンプト

サンプル・フォルダー・ツリーのルート

タイプ

ストリング

ヘルプ・テキスト

ファイル・ツリー・フォルダーのルートを指
します。

c. 「OK」をクリックして、パラメーターの値を保存します。
6. 各 Sequential File ステージから Hierarchical Data ステージへのリンクを作成し
ます。
階層データ
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7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 87. ステージおよびリンクの名前
ステージまたはリンク

名前

Sequential File ステージ

Contacts_file

Sequential File ステージ

PhoneNumbers_file

Contacts_file から Hierarchical Data ステージ Contacts
へのリンク
PhoneNumbers_file から Hierarchical Data ス
テージへのリンク

PhoneNumbers

Hierarchical Data ステージ

ComposeJSON

Sequential File ステージの構成
必要なファイルを読み取るように Sequential File ステージを構成します。

このタスクについて
このジョブでは、2 つの Sequential File ステージを使用します。Contacts_file ステ
ージおよび PhoneNumbers_file ステージのプロパティーを構成します。

手順
1. Contacts_file ステージを構成します。
a. 「Contacts_file」ステージをダブルクリックします。
b. 「出力」タブをクリックし、「プロパティー」タブをクリックします。
c. 次の表のプロパティーに対して値を指定します。
表 88. プロパティーの値
フィールド名

値

ファイル

ファイルのパスとファイル名。 Contacts_file ステ
ージの場合、ファイル名は contacts.txt です。

読み取り方式

特定ファイル

最初の行は列名

真

2. 「列」タブをクリックし、次の表の列を作成します。
表 89. Contacts_file ステージ用の列
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列名

SQL タイプ

長さ

FirstName

VarChar

40

LastName

VarChar

40

Age

VarChar

40

StreetAddress

VarChar

City

VarChar

State

VarChar

PostalCode

VarChar

NewSubscription

VarChar

CompanyName

VarChar
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3. PhoneNumbers_file ステージを構成します。 「PhoneNumbers_file ステージ」を
ダブルクリックしてステージ・プロパティーを開きます。「出力」ページの「プ
ロパティー」タブで、次のプロパティーを構成します。
a. 「PhoneNumbers_file」ステージをダブルクリックします。
b. 「出力」タブをクリックし、「プロパティー」タブをクリックします。
c. 次の表のプロパティーに対して値を指定します。
表 90. プロパティーの値
フィールド名

値

ファイル

ファイルのパスとファイル名。
PhoneNumbers_file ステージの場合、ファイ
ル名は phonenumbers.txt です。

読み取り方式

特定ファイル

最初の行は列名

真

4. 「列」タブをクリックし、次の表の列を作成します。
表 91. PhoneNumbers_file ステージ用の列
列名

SQL タイプ

FirstName

VarChar

LastName

VarChar

Number

VarChar

タイプ

VarChar

5. 「ファイル」 > 「保存」をクリックし、ジョブに json_hjoin_example という
名前を付けます。

スキーマ・ビューの作成
スキーマに多数のノードが含まれている場合、スキーマ・ビューを作成すると、ス
キーマ・ツリーのサイズが縮小して、構文解析プロセスおよび構成プロセスの効率
が高まります。スキーマ・ビューは、さまざまなステップおよびさまざまなジョ
ブ・デザインで再使用できるように、スキーマ・ライブラリー・マネージャーに保
存されています。

始める前に
schema.json は単純なスキーマです。従って、JSON データを構成するためにビュ
ーを必要としません。ビューの使用方法を示すために、この単純なスキーマでビュ
ーを使用して JSON データを構成します。

このタスクについて
元のルート・スキーマに基づいて 3 つのビューを作成します。

手順
1. IBM® InfoSphere® DataStage® and QualityStage™ Designer を始動します。
2. Hierarchical Data ステージからアセンブリー・エディターを開きます。
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3. 「ライブラリー」タブで、「新規ライブラリー」をクリックするか、既存のスキ
ーマ・ライブラリーを選択します。
4. スキーマ・ビューを作成したい JSON スキーマ内のノードを選択します。
5. 「ビューの作成」をクリックします。
6. ビューの名前と説明を入力します。
7. 名前でノードを見つけるには、「検索」オプションを使用します。ノードは、ノ
ード・レベルを指定することによっても検索できます。ノード名を入力し、ノー
ド・レベルを指定したら、「次へ」をクリックします。
8. スキーマ・ビューのプロパティーを指定します。
表 92. スキーマ・ビューのプロパティー
プロパティー

説明

ビューに含める

ビューに含めるオプション・ノードに対して
このチェック・ボックスを選択します。必須
ノードは自動的に選択されます。オプション
であるノードは、手動で選択する必要があり
ます。

すべての子孫を含む

このチェック・ボックスを選択すると、選択
したノードの下にあるすべての XML エレメ
ントが含まれます。

チャンク

このチェック・ボックスを選択すると、選択
した XML エレメントのスキーマ・ツリー
を、その XML タイプの単一の XML ノー
ドとして、チャンキングします。

9. 「OK」をクリックして、ビューを保存します。
address_view、phonenumbers_view、および root_view を作成します。address_view
には、住所情報を含めます。phoneNumbers_view には、電話番号を含めます。
address_view および phonenumbers_view の情報を結合するために、root_view
を作成します。以下の図に示されているように、root_view の住所と電話番号は
チャンクされ、単一ノードで表されます。
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アセンブリー・エディターのオープンおよび構成
アセンブリー・エディターで、階層結合ステップを追加します。これは、2 つのリ
ストから親子階層を作成するために使用されます。次に、JSON ファイルを構成で
きる JSON コンポーザー・ステップを追加します。

始める前に
サンプルの JSON データ・ファイル内の構造およびタイプを表すスキーマを作成す
るには、schema.json ファイルをインポートします。JSON データを構文解析した
サンプル・ジョブを作成した場合、構成する JSON データを表すスキーマが既にあ
ります。

このタスクについて
アセンブリー・エディターを使用して、アセンブリーを作成できます。アセンブリ
ーには、階層データを構文解析、構成、および変換する一連のステップが含まれま
す。 デフォルトでは、アセンブリーには、概要、入力ステップ、および出力ステッ
プが含まれます。 実行する変換のタイプに基づき、アセンブリーにステップを追加
できます。この例では、JSON 文書を構成するために複数のステップを追加する必
要があります。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
2. 「概要」ページで、「説明」フィールドに次の説明を入力します: このアセンブ
リーでは、OneContact.json スキーマを使用します。階層結合ステップで、連絡
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先情報が親で、電話番号情報が子となる階層構造を作成します。JSON_Composer
ステップで、データを構成し、出力を contacts_output という名前のファイル
に保存します。
このアセンブリーでは、デフォルトの入力ステップを使用します。このステップ
では、2 つの入力リンク Contacts および Phone Numbers から Hierarchical Data
ステージに渡される列が示されます。 入力列はリンクまたはツリーとして表示
できます。
3. パレットを開き、次に「階層結合ステップ」をダブルクリックして、それをアセ
ンブリーに追加します。
4. 「階層結合ステップ」を選択し、次にパレットで「JSON コンポーザー・ステッ
プ」をダブルクリックして、それを「階層結合ステップ」の下に追加します。 1
つの階層結合ステップと 3 つの JSON コンポーザー・ステップを作成します。
5. JSON コンポーザー・ステップに Address_JSON_Composer ステップ、
PhoneNumbers_JSON_Composer ステップ、および JSON_Composer ステップとい
う名前を付けます。
関連タスク:
221 ページの『サンプル用のスキーマのインポート』
スキーマ・ライブラリー・マネージャーを使用して、選択した JSON データを表す
スキーマを生成し、そのスキーマをライブラリーにインポートします。

階層結合ステップの構成
同じキーを共有する項目から親子リストを作成するように階層結合ステップを構成
できます。

このタスクについて
階層結合ステップへの入力には 2 つのリスト (Contact と PhoneNumbers) が含まれ
ます。階層結合ステップを構成する場合、親リストと子リストを識別し、2 つのリ
ストを結合するために使用するキーを指定します。階層結合ステップでは、キー項
目の値が両方のリストで同じ場合、その箇所においてリストが結合されます。

手順
1. 階層結合ステップの「構成」ページで、親リストと子リストを指定します。
表 93. 親リストと子リストの値の指定
フィールド名

値

親リスト

top/InputLinks/Contacts.

子リスト

top/InputLinks/PhoneNumbers

2. 「最適化タイプ」フィールドで「メモリー内」を選択します。
3. 「親キー」列で「top/InputLinks/Contacts/firstName」を選択します。
4. 「子キー」列で「top/InputLinks/PhoneNumbers/firstName」を選択します。
「出力」ページでは、Contacts リストに子リストとして PhoneNumbers が追加さ
れたことが示されます。「出力」ページには、HJoin:orphans という名前の新し
いノードも含まれます、このノードには、キーに一致しない項目が含まれます。
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次の図は、「出力」ページのこの部分を示しています。
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JSON コンポーザー・ステップの構成
連絡先住所をリストし、その後に電話番号をリストする JSON ファイルを作成する
ように JSON コンポーザー・ステップを構成します。

手順
1. Address_JSON_Composer ステップの「JSON ターゲット」ページで、「ストリン
グとして渡す」を選択します。
2. Address_JSON_Composer ステップの「文書ルート」ページで、
Address_JSON_Composer ステップで生成する JSON データを示す address_view
を選択します。
a. 「参照」をクリックし、Schemas_for_JSON_examples ライブラリーを開きま
す。このライブラリーは、schema.json サンプル・データをインポートし、
このサンプル・データを表すスキーマを生成したライブラリーです。
b. address_view エレメントを選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」に、address_view エレメントの
構造が表示されます。
3. PhoneNumbers_JSON_Composer ステップの「JSON ターゲット」ページで、「ス
トリングとして渡す」を選択します。
4. PhoneNumbers_JSON_Composer ステップの「文書ルート」ページで、
PhoneNumbers_JSON_Composer ステップで生成する JSON データを示す
phonenumbers_view を選択します。
a. 「参照」をクリックし、Schemas_for_JSON_examples ライブラリーを開きま
す。このライブラリーは、schema.json サンプル・データをインポートし、
このサンプル・データを表すスキーマを生成したライブラリーです。
b. phonenumbers_view エレメントを選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」に、phonenumbers_view エレメ
ントの構造が表示されます。
5. JSON_Composer ステップの「JSON ターゲット」ページで、「ファイルに書き
込む」を選択します。
a. 「出力ディレクトリー」に対し「パラメーターの挿入」をクリックし、
「json_example_root_folder」を選択します。
b. 「ファイル名接頭部」に contacts_output と入力します。
6. JSON_Composer ステップの「文書ルート」ページで、このステップで構成する
文書を表すスキーマ・エレメントを選択します。
a. 「参照」をクリックし、Schemas_for_JSON_examples ライブラリーを開きま
す。このライブラリーは、schema.json サンプル・データをインポートし、
このサンプル・データを表すスキーマを生成したライブラリーです。
b. JSON_Composer ステップで生成する JSON データを示すために、文書ルー
トとして root_view エレメントを選択します。
c. 「OK」をクリックします。 「文書ルート」に、root_view エレメントの構造
が表示されます。
7. JSON_Composer ステップの「検証」ページで、「厳密な検証」を選択します。
8. JSON_Composer ステップの「マッピング」ページで、「ターゲット」リスト内
の項目を「ソース」リスト内の項目にマップします。 「document_collection」項
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目のマッピングにより、作成される JSON ファイルの数が決まります。入力の
トップ・エレメントを「document_collection」項目にマップすると、1 つの文書
が作成されます。リスト項目を「document_collection」項目にマップすると、リ
スト内の項目ごとに 1 つの文書が作成されます。生成される各文書の名前は、
「JSON ターゲット」ページで指定したファイル名接頭部と、インクリメントさ
れる番号であるインデックスで構成されます (例えば、
contacts_output_1.json)。
a. 「ソース」リストの「top/InputLinks/Contacts/firstNama」を「ターゲット」リ
ストの「firstName」項目にマップし、「自動マップ」をクリックします。 自
動マッピングを使用すると、必要な大部分のマッピングが作成されますが、
不必要なマッピングも一部作成されます。
b. 「ターゲット」リストで、マッピングが誤っている「Job」項目を選択しま
す。ドロップダウン・リストから「詳細」を選択し、マッピングの正しい項
目を選択します。 Address_JSON_Composer ステップおよび
PhoneNumbers_JSON_Composer ステップから生成される結果ストリングは、
チャンク済みノードの「address」および「phoneNumbers」の値にマップされ
ます。 次の図は、マッピングの結果を示しています:

「出力」ページには、JSON_Composer:result という名前の新しいノードが含まれ
ます。このノードにより、実行時に出力ファイルのパスとファイル名が送られま
す。

ジョブの出力の表示
ジョブを実行した後、出力を確認します。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントで、ジョ
ブをコンパイルし、実行します。
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2. 「ジョブ実行オプション」ウィンドウで、「パラメーター」ページをクリック
し、「サンプル・フォルダー・ツリーのルート」パラメーターに、サンプル
.zip ファイルを解凍したディレクトリーのパスを入力します。例えば、サンプ
ル .zip ファイルをダウンロードし、¥Examples フォルダーに保存した場合、
C:¥Examples と入力します。
3. contacts_output.json ファイルを開き、以下に示されている結果を確認しま
す。結果のファイルには、各人の住所と電話番号のリストが含まれます。
{
"contacts" : [ {
"firstName" : "John",
"lastName" : "Smith",
"age" : "25",
"address" : {
"streetAddress" : "21 2nd Street",
"city" : "New York",
"state" : "NY",
"postalCode" : "10021"
},
"phoneNumbers" : [ {
"type" : "home",
"number" : "212 555-1234"
}, {
"type" : "fax",
"number" : "646 555-4567"
} ],
"newSubscription" : "false",
"companyName" : "IBM"
}, {
"firstName" : "Adam",
"lastName" : "Li",
"age" : "15",
"address" : {
"streetAddress" : "21 2nd Street",
"city" : "BOca Raton",
"state" : "FL",
"postalCode" : "33334"
},
"phoneNumbers" : [ ],
"newSubscription" : "true",
"companyName" : "IBM"
} ]
}

REST Web サービスの呼び出しの例
Hierarchical Data ステージから HTTP メソッドを使用して REST Web サービスを
呼び出すジョブを作成できます。
この例では、REST ステップで、GET、POST、DELETE、PUT などの HTTP メソ
ッドを使用して REST Web サービスを呼び出します。REST ステップは、
JSON、XML、テキスト、イメージ、オーディオなどの各種コンテンツ・タイプをサ
ポートしています。この例では、クライアントで HTTP メソッドを使用して、
JSON 形式または XML 形式の要求をサーバーに送信します。クライアントは
JSON 形式または XML 形式の応答を受け取ります。出力ファイルには、REST サ
ービス呼び出しが正常に実行されたかどうか示す値が含まれます。
これらの例ではサンプル・データは提供されていませんが、独自のデータを使用し
て REST サービスを呼び出すとき、例の情報を使用できます。
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例 1: HTTP POST メソッドの使用
この例では、指導者が REST ステップを使用するジョブを作成します。このステッ
プで HTTP POST メソッドを使用して REST Web サービスを呼び出します。

このタスクについて
指導者の John は、トレーニング教材およびプロジェクト計画を作成します。この
例では、John が組織の Web サイトに開発計画を投稿します。クライアントは
POST メソッドを使用して要求をサーバーに送信し、JSON 形式の応答を受け取り
ます。

例 1: ジョブのセットアップおよびステージの構成
John は 1 つの Hierarchical Data ステージと 1 つの Sequential File ステージを含
むジョブをセットアップします。次に、彼は Sequential File ステージに対して列を
構成します。

このタスクについて
次の図は、John が作成するジョブを示しています。このジョブには、
Hierarchical_POST という名前の Hierarchical Data ステージと Sequential_File_POST
という名前の Sequential File ステージが含まれます。httpPOST という名前のリンク
により、Hierarchical_POST ステージを Sequential_File_POST ステージにリンクしま
す。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動しま
す。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」 >
「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。
4. パレットの「ファイル」セクションを開き、キャンバスに Sequential File ステー
ジを 1 つドラッグします。Sequential File ステージを Hierarchical Data ステー
ジの右側に配置します。
5.

以下のジョブ・パラメーターを作成します。
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a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブで、次の表にリストされている HTTP POST 例のジョ
ブ・パラメーターを指定し、「OK」をクリックします。
表 94. HTTP POST 例のジョブ・パラメーター
パラメーター名

プロンプト

タイプ

Directory

入力ファイルまたは出力ファ
イルを作成するディレクトリ
ーを指定します。

ストリング

restServer

REST サービスが実行されて ストリング
いる REST サーバーの IP ア
ドレスを指定します。

restServerPort

REST サービスが実行されて
いる REST サーバーのポー
ト番号を指定します。

ストリング

6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 95. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Hierarchical_POST

Sequential File ステージ

Sequential_File_POST

Hierarchical_POST ステージから
Sequential_File_POST ステージへのリンク

httpPOST

8. Sequential_File_POST ステージを構成します。
a. Sequential_File_POST ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表
にリストされている列を構成します。
表 96. Sequential_File_POST ステージ用の列
列名

SQL タイプ

success

VarChar

errorMessage

VarChar

faultHttpStatusCode

VarChar

faultHttpBody

VarChar

httpVersion

VarChar

statusCode

VarChar

reasonPhrase

VarChar

body

VarChar

b. 「プロパティー」ページで、出力ファイルを定義する次のプロパティーを構
成します。
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表 97. 出力ファイルのプロパティー
プロパティー

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成するパスとファイル名。
例えば、#Directory#/output_http.txt。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

上書き

「最初の行は列名」

真

c. 「OK」をクリックして Sequential_File_POST ステージを閉じます。
9. 「ファイル」 > 「保存」をクリックし、ジョブに rest_POST という名前を付け
ます。
注: DataStage デザイナーで、リンク名を変更した場合、あるいは DataStage 列
またはジョブ・パラメーターを追加、削除、または変更した場合、Hierarchical
Data ステージでアセンブリーを再オープンおよび保存して、アセンブリー・デ
ザインを検証する必要があります。

例 1: アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
John は、Hierarchical Data ステージに対してアセンブリー・エディターを開き、
REST Web サービスで HTTP POST メソッドを使用するジョブをデザインします。

このタスクについて
John は、REST Web サービスにアクセスする REST ステップを追加します。HTTP
POST メソッドを使用してデータをサーバーに投稿することで、この REST Web サ
ービスにアクセスします。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
2. 「パレット」をクリックして、「REST ステップ」をダブルクリックして概要に
追加します。この REST ステップは、アセンブリーに追加した最初のステップ
であるため、入力ステップと出力ステップの間に追加されます。
a. 「概要」で、REST ステップおよび出力ステップの横にエラー・アイコン (赤
色の感嘆符) が表示されます。エラー・アイコンは、そのステップの 1 つ以
上の問題に対処する必要があることを示します。
b. 問題リストを表示するには、「すべて表示」をクリックします。 httpPOST
リンクに対して定義したリンクおよび列がエラーとしてリストされますが、
これは、アセンブリーの階層構造がリレーショナル構造にマップされていな
いためです。出力ステップでマッピングを作成するとき、これらのエラーを
修正できます。
c. 問題リストを閉じます。

例 1: REST ステップの構成
REST ステップで、John は、REST Web サービスを呼び出すために使用する URL
と HTTP POST メソッドを構成します。
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手順
1. 「概要」で、REST ステップをクリックします。
2. 「全般」ページで、「HTTP メソッド」リストから「POST」を選択します。
3. 「URL」フィールドで、URL ストリングのパラメーターを指定します。
a. 「パラメーターの挿入」をクリックします。
b. 「パラメーターの挿入」ウィンドウで、restServer ジョブ・パラメーターを
選択します。
c. 「OK」をクリックして、パラメーターを URL に追加します。
d. ステップ a から c を繰り返して、restServerPort ジョブ・パラメーターを
URL に追加します。
e. URL の残りの部分は手動で入力します: http://
#restServer#:#restServerPort#/jackson/pojo/person/
collectionofcollection
4. 「要求」ページで、REST Web サービスの要求本体に関する情報を指定しま
す。
a. 「出力本体のロード元」チェック・ボックスを選択します。
b. 「コンテンツ・タイプ」リストから、「application/json」を選択します。
c. 「エンコード」リストから、「UTF-8」を選択します。
d. 「「マッピング」ページでパスが bodyFilePath として設定されているファイ
ル」チェック・ボックスを選択します。
「マッピング」ページで bodyFilePath ノードが作成されます。この
bodyFilePath ノードを、要求本体があるソース・ファイル・パスにマップしま
す。
5. 「応答」ページで、REST Web サービスの応答本体に関する情報を指定しま
す。
a. 「受け取った本体の受け渡し先」チェック・ボックスを選択します。
b. 「出力スキーマ内の「body」という名前のテキスト・ノード」オプションを
選択します。
c. 「コンテンツ・タイプ」リストから、「application/json」を選択します。
6. 「マッピング」ページで、要求本体を含むテキスト・ファイルのパスを指定する
定数値「#Directory#/inputHTTP.json」に、bodyFilePath ノードをマップしま
す。
注: デザイナー・クライアントでは、「アセンブリーのテスト」機能は REST ス
テップに対して使用不可です。したがって、アセンブリーに REST ステップが
ある場合、デザイン・モードでアセンブリーを実行できません。

例 1: 出力ステップの構成
John は、出力ステップで、階層データ構造の項目を、リレーショナル・データ構造
の項目にマップします。
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手順
1. アセンブリー・エディターで、「出力ステップ」をクリックします。「出力」ペ
ージの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造が示されます。Sequential
File ステージ・エディターで定義した列が出力表に表示されていることに注目し
てください。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 出力構造内の各項目は、マッピング表
では行で表されます。ターゲット項目をソース項目にマップします。 このジョ
ブでは、ターゲット構造に 1 つのリンク httpPOST があり、またそのリンクに
対し定義されている列があります。「ターゲット」列に、リスト項目として
「httpPOST」リンクが表示されます。「httpPOST」リスト項目の下の各列は内容
項目です。
3. httpPOST リンクのターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「httpPOST」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストのトップ項目をクリックします。
c. 選択した項目とそのすべての下層項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
次の図では、ターゲットの「httpPOST」リスト項目とそのすべての子項目がソー
ス項目にマップされています。

4. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。

例 1: ジョブの出力の表示
John は、ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認します。
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手順
1. アセンブリー・エディターで、「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻り、さらに「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターを閉じます。
2. ジョブをコンパイルするために、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デ
ザイナー・クライアントで「ファイル」 > 「コンパイル」をクリックします。
3. 「ファイル」 > 「実行」をクリックしてジョブを実行します。
4. パラメーター・ウィンドウで、Directory、restServer、および restServerPort の各
パラメーターの値を指定します。
この例では、要求本体を含む入力ファイル inputHTTP.json を使用します。

5. ジョブの実行後、出力ファイル output_http.txt を開き、REST Web サービス
の呼び出しの結果を確認します。
output_http.txt ファイルには、REST Web サービスが正常に呼び出されたこ
とを示すデータが含まれます。

タスクの結果
John は、Hierarchical Data ステージを使用して、必要な詳細を Web サイトに投稿
しました。

例 2: HTTP DELETE メソッドの使用
この例では、ビジネス・アナリストが、REST ステップを使用するジョブを作成し
ます。このステップで、HTTP DELETE メソッドを使用して REST Web サービス
を呼び出します。

このタスクについて
ビジネス・アナリストの Tom は、Web 文書のブックマークを追加、編集、および
削除します。彼は、ブックマーク・サービスを使用して、索引値を指定することで
ブックマークを追加します。この例では、Tom は、ブックマークの索引値を URL
に渡すことで、そのブックマークを削除します。クライアントは、要求をブックマ
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ーク・サービスに送信し、DELETE メソッドを使用して索引値が 1 のブックマーク
を削除します。

例 2: ジョブのセットアップおよびステージの構成
Tom は 1 つの Hierarchical Data ステージと 1 つの Sequential File ステージを含
むジョブをセットアップします。次に、彼は Sequential File ステージに対して列を
構成します。

このタスクについて
次の図は、Tom が作成するジョブを示しています。このジョブには、Hierarchical_
DELETE という名前の Hierarchical Data ステージと、Sequential_File_DELETE とい
う名前の Sequential File ステージが含まれています。 httpDELETE という名前のリ
ンクにより Hierarchical_DELETE ステージと Sequential_File_DELETE ステージをリ
ンクします。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動しま
す。
2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」 >
「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。
4. パレットの「ファイル」セクションを開き、キャンバスに Sequential File ステー
ジを 1 つドラッグします。Sequential File ステージを Hierarchical Data ステー
ジの右側に配置します。
5.

以下のジョブ・パラメーターを作成します。
a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブで、次の表にリストされている HTTP DELETE 例のジ
ョブ・パラメーターを指定し、「OK」をクリックします。

表 98. HTTP DELETE 例のジョブ・パラメーター
パラメーター名

プロンプト

タイプ

Directory

入力ファイルまたは出力ファ
イルを作成するディレクトリ
ーを指定します。

ストリング
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表 98. HTTP DELETE 例のジョブ・パラメーター (続き)
パラメーター名

プロンプト

タイプ

restServer

REST サービスが実行されて ストリング
いる REST サーバーの IP ア
ドレスを指定します。

restServerPort

REST サービスが実行されて
いる REST サーバーのポー
ト番号を指定します。

ストリング

6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 99. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

Hierarchical_DELETE

Sequential File ステージ

Sequential_File_DELETE

Hierarchical_DELETE ステージから
Sequential_File_DELETE ステージへのリンク

httpDELETE

8. Sequential_File_DELETE ステージを構成します。
a. Sequential_File_DELETE ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次
の表にリストされている列を構成します。
表 100. Sequential_File_DELETE ステージ用の列
列名

SQL タイプ

httpVersion

VarChar

statusCode

VarChar

reasonPhrase

VarChar

b. 「プロパティー」ページで、出力ファイルを定義する次のプロパティーを構
成します。
表 101. 出力ファイルのプロパティー
プロパティー

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成するパスとファイル名。
例えば、#Directory#/output_delete.txt。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

上書き

c. 「OK」をクリックして Sequential_File_DELETE ステージを閉じます。
9. 「ファイル」 > 「保存」をクリックし、ジョブに rest_DELETE という名前を付
けます。

例 2: アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
Tom は、Hierarchical Data ステージに対してアセンブリー・エディターを開き、
REST Web サービスで HTTP DELETE メソッドを使用するジョブをデザインしま
す。
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このタスクについて
Tom は、REST Web サービスにアクセスするために、アセンブリーに 1 つの
REST ステップを追加します。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
2. 「パレット」をクリックして、「REST ステップ」をダブルクリックして概要に
追加します。この REST ステップは、アセンブリーに追加した最初のステップ
であるため、入力ステップと出力ステップの間に追加されます。
3. 「概要」で、REST ステップおよび出力ステップの横にエラー・アイコン (赤色
の感嘆符) が表示されます。エラー・アイコンは、そのステップの 1 つ以上の
問題に対処する必要があることを示します。
4. 問題リストを表示するには、「すべて表示」をクリックします。 httpDELETE
リンクに対して定義したリンクおよび列がエラーとしてリストされますが、これ
は、アセンブリーの階層構造がリレーショナル構造にマップされていないためで
す。出力ステップでマッピングを作成するとき、これらのエラーを修正できま
す。
5. 問題リストを閉じます。

例 2: REST ステップの構成
Tom は、REST ステップで、REST Web サービスを呼び出すために使用する URL
および HTTP DELETE メソッドを構成します。

手順
1. 「概要」で、REST ステップをクリックします。
2. 「全般」ページで、「HTTP メソッド」リストから「DELETE」を選択します。
3. 「URL」フィールドに、ジョブ・パラメーターを含む URL ストリングを指定し
ます。
a. 「パラメーターの挿入」をクリックします。
b. 「パラメーターの挿入」ウィンドウで、restServer ジョブ・パラメーターを
選択します。
c. 「OK」をクリックして、パラメーターを URL に追加します。
d. ステップ a から c を繰り返して、restServerPort ジョブ・パラメーターを
URL に追加します。
e. URL の残りの部分は手動で入力します: http://
#restServer#:#restServerPort#/Bookmarks/rest/bookmarks/1
この URL の索引入力 1 は、ブックマーク・サービスから削除するリソースで
す。ブックマークは、索引値を指定することでブックマークを追加できるサービ
スです。このジョブでは、ブックマークの索引値を URL に渡すことで、そのブ
ックマークを削除します。
4. 「応答」ページで、REST Web サービスの応答本体に関する情報を指定しま
す。
a. 「受け取った本体の受け渡し先」チェック・ボックスを選択します。
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b. 「出力スキーマ内の「body」という名前のテキスト・ノード」オプションを
選択します。
c. 「コンテンツ・タイプ」リストから、「application/xml」を選択します。

例 2: 出力ステップの構成
Tom は、出力ステップで、階層データ構造の項目を、リレーショナル・データ構造
の項目にマップします。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「出力ステップ」をクリックします。「出力」ペ
ージの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造が示されます。Sequential
File ステージで定義した列が出力表に表示されます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 出力構造内の各項目は、マッピング表
では行で表されます。ターゲット項目をソース項目にマップします。 このジョ
ブでは、ターゲット構造に 1 つのリンク httpDELETE があり、またそのリンク
に対し定義されている列があります。「ターゲット」列に、リスト項目として
「httpDELETE」リンクが表示されます。「httpDELETE」リスト項目の下の各列
は内容項目です。
3. httpDELETE リンクのターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「httpDELETE」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストのトップ項目をクリックします。
c. 選択した項目とそのすべての子項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
次の図では、ターゲットの「httpDELETE」リスト項目とそのすべての子項目が
ソース項目に自動的にマップされています。

4. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。
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例 2: ジョブの出力の表示
Tom は、ジョブを実行した後、テキスト・ファイルを開き、出力を確認します。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻り、さらに「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターを閉じます。
2. ジョブをコンパイルするために、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デ
ザイナー・クライアントで「ファイル」 > 「コンパイル」をクリックします。
3. 「ファイル」 > 「実行」をクリックしてジョブを実行します。
4. パラメーター・ウィンドウで、Directory、restServer、および restServerPort の各
パラメーターの値を指定します。
ジョブの実行後、URL で指定されているリソースが削除されます。
output_delete.txt 出力ファイルを開くことで、REST 呼び出しの結果を確認で
きます。output_delete.txt ファイルには、REST Web サービスが正常に呼び
出されたことを示すデータが含まれます。

状況コード 200 は、URL で指定されたリソースが削除されたことを示します。

タスクの結果
Tom は、Hierarchical Data ステージを使用して、索引値が 1 のブックマークを削除
しました。

例 3: REST API を使用した InfoSphere Information
Governance Catalog 用語の更新
この例では、ビジネス・アナリストが、InfoSphere Information Governance Catalog
REST API を使用して REST Web サービスを呼び出すジョブを作成します。この
ビジネス・アナリストは、ビジネス・グロッサリー内の定義が正しくない用語を検
索し、その用語の定義を修正します。

このタスクについて
クライアント・アプリケーションは、ビジネス・グロッサリーの内容にアクセスす
るため、および内容を作成するために、InfoSphere Information Governance Catalog
REST API を使用します。REST サービスは、ビジネス・グロッサリーに保管され
ているデータをリソースとして公開します。これらのリソースは、Uniform Resource
Identifier (URI) でアドレス指定され、XML 文書により表されます。
ビジネス・アナリストの Tom は、ビジネス・ボキャブラリーの管理、ビジネス・
プロセスの定義、および会社のビジネス・グロッサリーで使用される用語の定義を
担当しています。ある日、Tom は、会社のビジネス・グロッサリーを検討し、
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「012 Farming Of Animals」という用語の定義が正確ではないことを発見し、驚き
ました。彼は、Hierarchical Data ステージを使用して用語の定義を修正することに
しました。
定義を変更するには、用語の URI が必要です。彼は、HTTP GET メソッドを使用
して、用語名を検索します。REST ステップにより、用語の応答本体が XML 形式
で提供されます。次に、XML パーサー・ステップで、REST ステップの応答本体
(XML 文書) を構文解析し、用語の URI を取得します。用語の URI は、次の
REST ステップへの入力です。この REST ステップで、HTTP PUT メソッドを使用
して用語の定義を修正します。

例 3: ジョブのセットアップおよびステージの構成
Tom は 1 つの Hierarchical Data ステージと 2 つの Sequential File ステージを含
むジョブをセットアップします。次に、彼は Sequential File ステージに対して列を
構成します。

このタスクについて
次の図は、Tom が作成するジョブを示しています。このジョブでは、REST API を
使用して InfoSphere Information Governance Catalog 用語を更新します。このジョブ
には、EditTerm という名前の Hierarchical Data ステージ、Get_Output という名前
の Sequential File ステージ、および Put_Output という名前の Sequential File ステ
ージが含まれます。httpGET という名前のリンクにより EditTerm ステージと
Get_Output ステージをリンクします。httpPUT という名前のリンクにより EditTerm
ステージと Put_Output ステージをリンクします。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー クライアントを始動し
ます。
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2. 「リポジトリー」ペインで、「ジョブ」フォルダーを右クリックし、「新規」
> 「パラレル・ジョブ」をクリックします。
3. パレットの「リアルタイム」セクションを開き、1 つの Hierarchical Data ステ
ージをキャンバスにドラッグします。
4. パレットの「ファイル」セクションを開き、2 つの Sequential File ステージを
キャンバスにドラッグします。 Sequential File ステージを Hierarchical Data ス
テージの右側に配置します。
以下のジョブ・パラメーターを作成します。

5.

a. 「編集」 > 「ジョブ・プロパティー」を選択します。
b. 「パラメーター」タブで、次の表にリストされているこの例のジョブ・パラ
メーターを指定し、「OK」をクリックします。
表 102. この例のジョブ・パラメーター
パラメーター名

プロンプト

タイプ

Directory

入力ファイルまたは出力ファ
イルを作成するディレクトリ
ーを指定します。

ストリング

BGServer

REST サービスが実行されて
いる Information Server
Catalog サーバーの IP アド
レスを指定します。

ストリング

BGServerPort

REST サービスが実行されて
いる Information Server
Catalog サーバーのポート番
号を指定します。

ストリング

6. Hierarchical Data ステージから Sequential File ステージへのリンクを作成しま
す。
7. 次の表に示されているようにステージ名およびリンク名を変更します。
表 103. ジョブ・エレメントの名前
エレメント

名前

Hierarchical Data ステージ

EditTerm

Sequential File ステージ

Get_Output

Sequential File ステージ

Put_Output

EditTerm ステージから Get_Output ステージ
へのリンク

httpGET

EditTerm ステージから Put_Output ステージ
へのリンク

httpPUT

8. Get_Output ステージを構成します。
a. Get_Output ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表にリスト
されている列を構成します。
表 104. Get_Output ステージ用の列
列名

SQL タイプ

success

VarChar
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表 104. Get_Output ステージ用の列 (続き)
列名

SQL タイプ

errorMessage

VarChar

faultHttpStatusCode

VarChar

reasonPhrase

VarChar

statusCode

Integer

b. 「プロパティー」ページで、出力ファイルを定義する次のプロパティーを構
成します。
表 105. 出力ファイルのプロパティー
プロパティー

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成するパスとファイル名。
例えば、#Directory#/
FetchTerm_Author.txt。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

上書き

「最初の行は列名」

真

c. 「OK」をクリックして Get_Output ステージを閉じます。
9. Put_Output ステージを構成します。
a. Put_Output ステージをダブルクリックし、「列」ページで、次の表にリスト
されている列を構成します。
表 106. Put_Output ステージ用の列
列名

SQL タイプ

success

VarChar

errorMessage

VarChar

faultHttpStatusCode

VarChar

faultHttpBody

VarChar

statusCode

Integer

reasonPhrase

VarChar

b. 「プロパティー」ページで、出力ファイルを定義する次のプロパティーを構
成します。
表 107. 出力ファイルのプロパティー
プロパティー

値

「ターゲット」 > 「ファイル」

出力ファイルを作成するパスとファイル名。
例えば、#Directory#/
EditTerm_Author.txt。

「ターゲット」 > 「ファイル更新モード」

上書き

「最初の行は列名」

真

c. 「OK」をクリックして Put_Output ステージを閉じます。
10. 「ファイル」 > 「保存」をクリックし、ジョブに rest_BG という名前を付け
ます。
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例 3: アセンブリー・エディターのオープンおよび問題の表示
Tom は、Hierarchical Data ステージに対してアセンブリー・エディターを開き、
REST Web サービスで HTTP メソッドを使用するジョブをデザインします。

このタスクについて
Tom は、ビジネス・グロッサリー内で、定義が正しくない用語を検索するための最
初の REST ステップを追加します。次に、Tom は、この REST ステップの出力を
構文解析して用語のリソース URI を取得するための XML パーサー・ステップを
1 つ追加します。最後に、Tom は、用語の定義を修正するための別の REST ステ
ップを、XML パーサー・ステップと出力ステップの間に追加します。

手順
1. Hierarchical Data ステージをダブルクリックし、「アセンブリーの編集」をクリ
ックします。
2. 「パレット」をクリックして、「REST ステップ」をダブルクリックして概要に
追加します。この REST ステップは、アセンブリーに追加した最初のステップ
であるため、入力ステップと出力ステップの間に追加されます。
3. 「概要」で、REST ステップおよび出力ステップの横にエラー・アイコン (赤色
の感嘆符) が表示されます。エラー・アイコンは、そのステップの 1 つ以上の
問題に対処する必要があることを示します。
4. 問題リストを表示するには、「すべて表示」をクリックします。 httpGET リン
クおよび httpPUT リンクに対して定義したリンクおよび列がエラーとしてリス
トされますが、これは、アセンブリーの階層構造がリレーショナル構造にマップ
されていないためです。出力ステップでマッピングを作成するとき、これらのエ
ラーを修正できます。
5. 問題リストを閉じます。

例 3: 用語を取得するための REST ステップの構成
REST ステップで、Tom は URL を指定し、HTTP GET メソッドを使用して、定義
が正しくない用語を取得します。IBM InfoSphere Information Governance Catalog
は、REST Web サービスを実装するために、URL に含めることができる一連の
API をサポートしています。Information Governance Catalog REST API は、Secure
Sockets Layer (SSL) により保護されます。

このタスクについて
Tom は、REST ステップで HTTP GET メソッドを使用して、定義が正しくない
「012 Farming Of Animals」という用語名を検索します。

手順
1. 「概要」で、REST ステップをクリックします。
2. 「全般」ページで、「HTTP メソッド」リストから「GET」を選択します。
3. 「URL」フィールドに、ジョブ・パラメーターを含む URL ストリングを指定し
ます。
a. 「パラメーターの挿入」をクリックします。
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b. 「パラメーターの挿入」ウィンドウで、BGServer ジョブ・パラメーターを選
択します。
c. 「OK」をクリックして、パラメーターを URL に追加します。
d. ステップ a から c を繰り返して、BGPort ジョブ・パラメーターを URL に
追加します。
e. URL の残りの部分は、次のように手動で入力します: https://
#BGServer#:#BGPort#/ibm/iis/bgrestapi/v4/search?pattern=012%20Farming
%20Of%20Animals&queriedClasses=term
この URL で、「012 Farming Of Animals」は、ビジネス・グロッサリーの用語
クラスを検索するためのパターンです。
4. 「セキュリティー」ページで、IGC REST API のセキュリティーに関する情報を
指定します。
a. 「認証」リストから「基本」を選択し、REST Web サービスにアクセスする
ために使用するユーザー名とパスワードを指定します。
b. IGC REST API は SSL で保護されているため、「SSL を使用可能にする」
チェック・ボックスを選択します。
c. 「SSL サーバー認証」チェック・ボックスを選択します。
d. 「トラストストア・タイプ」リストから「PKCS12」を選択します。
e. 「トラストストア・ファイル」フィールドに、Information
Server/ASBNode/conf フォルダーにあるトラストストア・ファイル
iis-client-truststore.p12 のパスを指定します。
5. 「応答」ページで、REST Web サービスの応答本体に関する情報を指定しま
す。
a. 「受け取った本体の受け渡し先」チェック・ボックスを選択します。
b. 「出力スキーマ内の「body」という名前のテキスト・ノード」オプションを
選択します。
c. 「コンテンツ・タイプ」リストから、「application/xml」を選択します。
REST ステップにより、定義が正しくない用語を含む応答本体 (XML 形式) が
取得されます。この REST ステップの応答本体は、XML パーサー・ステップへ
の入力です。
関連情報:
InfoSphere Information Governance Catalog REST API

例 3: XML パーサーの構成
Tom は、XML パーサーを使用して REST ステップの出力を構文解析します。構文
解析情報は、用語の定義を修正する次の REST ステップへの入力となります。

このタスクについて
Tom は、前の REST ステップの応答本体を XML パーサー・ステップへの入力と
して使用して、定義が正しくない用語「012 Farming Of Animals」の URI を取得し
ます。
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手順
1. 「パレット」をクリックして、「XML パーサー・ステップ」をダブルクリック
して概要に追加します。 このステップは、REST ステップと出力ステップの間
に追加されます。
2. 「XML ソース」ページで、「ストリング・セット」を選択します。
3. 「ストリング・セット」リストから XML ソース・データを選択します。これ
は、前の REST ステップの出力です。
4. 「文書ルート」ページで、「参照」をクリックし、「文書ルートの選択」ウィン
ドウから sourceResource スキーマを選択します。このスキーマは、XML パー
サー・ステップの XML 本体のスキーマです。

例 3: 用語を編集するための REST ステップの構成
REST ステップで、Tom は、XML パーサー・ステップの出力内にある用語を編集
します。

このタスクについて
Tom は、Information Governance Catalogグロッサリー作成者ロールを所有している
ため、ビジネス・グロッサリーの内容を読み取ること、および内容を書き込むこと
ができます。Tom は、用語の定義を変更するために、用語の URI を必要としま
す。この URI は、XML パーサー・ステップで取得します。彼は、REST ステップ
で HTTP PUT メソッドを使用して用語の定義を変更します。

手順
1. 「パレット」をクリックし、「REST ステップ」をダブルクリックして別の
REST ステップを「概要」に追加します。このステップは、XML パーサー・ス
テップと出力ステップの間に追加されます。
2. 「全般」ページで、「HTTP メソッド」リストから「PUT」を選択します。
3. 「URL」フィールドに、ジョブ・パラメーターを含む URL ストリングを指定し
ます。
a. 「パラメーターの挿入」をクリックします。
b. 「パラメーターの挿入」ウィンドウで、URL に含める BGServer ジョブ・パ
ラメーターを選択します。
c. ローカル・パラメーターを URL に追加するために、「ローカル・パラメー
ター」フィールドに uri と入力します。
d. 「OK」をクリックして、パラメーターを URL に追加します。
e. ステップ a、b、および d を繰り返して、BGPort ジョブ・パラメーターを
URL に追加します。
f. URL の残りの部分は手動で入力します: https://#BGServer#:#BGPort#/<uri>
この例では、uri は、「マッピング」ページの XML パーサー・ステップの uri
フィールドにマップする必要があるローカル・パラメーターです。
4. 「セキュリティー」ページで、IGC REST API のセキュリティーに関する情報を
指定します。
a. 「認証」リストから「基本」を選択し、REST Web サービスにアクセスする
ために使用するユーザー名とパスワードを指定します。
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b. IGC REST API は SSL で保護されているため、「SSL を使用可能にする」
チェック・ボックスを選択します。
c. 「SSL サーバー認証」チェック・ボックスを選択します。
d. 「トラストストア・タイプ」リストから「PKCS12」を選択します。
e. 「トラストストア・ファイル」フィールドに、Information
Server/ASBNode/conf フォルダーにあるトラストストア・ファイル
iis-client-truststore.p12 のパスを指定します。
5. 「要求」ページで、REST Web サービスの要求本体に関する情報を指定しま
す。
a. 「出力本体のロード元」チェック・ボックスを選択します。
b. 「コンテンツ・タイプ」リストから、「application/xml」を選択します。
c. 「エンコード」リストから、「UTF-8」を選択します。
d. 「「マッピング」ページでパスが bodyFilePath として設定されているファイ
ル」チェック・ボックスを選択します。
「マッピング」ページで bodyFilePath ノードが作成されます。この bodyFilePath
ノードを、要求本体を含むソース・ファイルのパスにマップします。要求本体に
は、用語の詳細と正しい定義を含めます。
6. 「応答」ページで、REST Web サービスの応答本体に関する情報を指定しま
す。
a. 「受け取った本体の受け渡し先」チェック・ボックスを選択します。
b. 「出力スキーマ内の「body」という名前のテキスト・ノード」オプションを
選択します。
c. 「コンテンツ・タイプ」リストから、「application/xml」を選択します。
7. 「マッピング」ページで、次の項目をマップします。
a. uri ノードを、XML パーサー・ステップの uri フィールドにマップします。
b. bodyFilePath ノードを定数値「#Directory#TermInput.xml」にマップしま
す。これは、要求本体を含む XML ファイルのパスを指定します。
次の図は、ソース項目へのターゲット項目のマップを示しています。
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例 3: 出力ステップの構成
Tom は、出力ステップで、階層データ構造の項目を、リレーショナル・データ構造
の項目にマップします。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「出力ステップ」をクリックします。「出力」ペ
ージの出力表に、アセンブリーの出力であるデータ構造が示されます。Sequential
File ステージで定義した列が出力表に表示されます。
2. 「マッピング」タブをクリックします。 出力構造内の各項目は、マッピング表
では行で表されます。ターゲット項目をソース項目にマップします。 このジョ
ブでは、ターゲット構造に 2 つのリンク httpGET および httpPUT と、それら
のリンクに対し定義されている列があります。 「ターゲット」列に、リスト項
目として「httpGET」リンクが表示されます。「httpGET」リスト項目の下の各列
は内容項目です。
3. httpGET リンクのターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「httpGET」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストのトップ項目をクリックします。
c. 選択した項目とそのすべての子項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
4. httpPUT リンクのターゲット項目をソース項目にマップします。
a. 「ターゲット」列で、「httpPUT」リスト項目をクリックします。
b. 「ソース」列で、リストのトップ項目をクリックします。
c. 選択した項目とそのすべての子項目をマップするために、「自動的にマッ
プ」をクリックします。
次の図では、ターゲットの「httpGET」および「httpPUT」リスト項目とそのすべ
ての子項目がソース項目にマップされています。
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5. 「OK」をクリックしてステージ・エディターを閉じます。

例 3: ジョブの出力の表示
Tom はジョブを実行し、Sequential File ステージからのデータを表示し、出力を確
認します。

手順
1. アセンブリー・エディターで、「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターに戻り、さらに「OK」をクリックして Hierarchical Data ステー
ジ・エディターを閉じます。
2. ジョブをコンパイルして実行します。
3. パラメーター・ウィンドウで、Directory、BGServer、および BGServerPort の各
パラメーターの値を指定します。
4. ジョブの実行後、Get_Output ステージおよび Put_Output ステージからのデータ
を表示して、REST Web サービス呼び出しの結果を確認します。
Get_Output ステージには、REST Web サービスが正常に呼び出され、定義が正
しくない用語が取得されたことを示すデータが含まれます。次の図で、状況コー
ド 200 は、REST Web サービスが正常に呼び出されたことを示します。
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Put_Output ステージには、REST Web サービスが正常に呼び出され、用語の定
義が修正されたことを示すデータが含まれます。

タスクの結果
Hierarchical Data ステージを使用することで、Tom は用語の定義を修正しました。

参照資料
以下の各トピックでは、サポートされる XML タイプと XML タイプと DataStage
タイプとのマッピング、およびサンプル・ファイルの取得方法について説明し、ま
たエラー・メッセージに対するユーザー応答と IBM ソフトウェア・サポートとの
連携に関する情報を提供しています。
Hierarchical Data ステージについて詳しくは、次の開発者向け記事のリンクを参照
してください。

サポートされる XML タイプとタイプ・マッピング
アセンブリーの作成時には、ここに示す表を参照してください。これらの表では、
サポートされている XML タイプ、DataStage から XML へのタイプ・マッピン
グ、および XML から DataStage へのタイプ・マッピングについて説明していま
す。

XML タイプ
Hierarchical Data ステージがサポートするタイプの説明および各タイプの例を次の
表に示します。
表 108. サポートされている XML タイプ
XML タイプ

例

期間

P0Y0M0DT0H0M0S
-P120D、P1Y2MT2S

dateTime

1970-01-01T00:00:00
1970-01-01T00:00:002001-04-29T14:29:03.5
2001-04-29T14:29:03+06:00
2001-04-29T14:29:03-06:00
20001-04-29T14:29:00Z
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表 108. サポートされている XML タイプ (続き)
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XML タイプ

例

Time

00:00:00
14:29:03.5
14:29:03+06:00
14:39:03-06:00
14:29:00Z

date

1970-01-01
2001-04-29
-0099-04-29+06:00
2001-04-29-06:00
2001-04-29-06Z

gYear

1970
2065-05:00
-0099

gYearMonth

1989-01
2065-10-05:00
2065-07+05:00
2065-09Z

gMonth

--01
--10-05:00
--07+05:00
--09Z

gMonthDay

--01-29
--10-05:00
--01+07:00
--09Z

gDay--

--01

anyURI

http://sample.gov
../list.html#item
urn:sample.gov

ENTITY

namesNameWithNoColons

ENTITIES

namesNameWithNoColons1
namesNameWithNoColons2

ID

Unique_ID: aNameWithNoColons

IDREF

Reference_to_n_ID: aNameWithNoColons

IDREFS

namesNameWithNoColons1
namesNameWithNoColons2

QName

item
bag:item

token

token は、単一のスペース文字しか含みませ
ん。

language

ja-JP
fr

Name

foo3
foo:bar
non-leading.hyphen
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表 108. サポートされている XML タイプ (続き)
XML タイプ

例

NCName

aNameWithNoColons

NMTOKEN

comb .-:no_whitespace

NMTOKENS

comb_brush.-no_whitespace

NOTATION

item
bag:item

normalizedString

normalizedString はスペース文字しか含みま
せん。

string

ストリング。タブ文字を含めることができま
す。

float

32 ビット浮動小数点数。
-34E5、123.65E12、98.72-2、12、INF、INF、NaN

double

64 ビット浮動小数点数。
-34E5、123.65E12、98.72-2、12、INF、INF、NaN

decimal

0, 0.0, +1134.56, -32.1

integer

-4, 0, 76768878778

long

範囲は -9223372036854775808 から
9223372036854775807 までです。

int

範囲は -2147483648 から 2147483647 まで
です。

short

範囲は -32768 から 32767 までです。

byte

範囲は -128 から 127 までです。

positiveInteger

範囲は 1、2、などです。

nonPositiveInteger

範囲は ...、-2、-1、0 です。

negativeInteger

範囲は ...、-3、-2、-1 です。

nonNegativeInteger

範囲は 0、1、2、などです。

unsignedLong

範囲は 0 から 18446744073709551615 まで
です。

unsignedInt

範囲は 0 から 4294967295 までです。

unsignedShort

範囲は 0 から 65535 までです。

unsignedByte

範囲は 0 から 225 までです。

hexBinary

なし。

base64Binary

なし。

boolean

有効な値は true および false (1 および 0)
です。
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DataStage から XML へのタイプ・マッピング
この表は、DataStage タイプから XML タイプへのマッピングを示しています。
表 109. DataStage から XML へのタイプ・マッピング
DataStage タイプ

XML タイプ

BigInt

long

Unsigned BigInt

unsignedLong

Binary

binary

Bit

boolean

Char

string

Date

date

Decimal

decimal

Double

double

Float

double

Integer

int

Unsigned Integer

unsignedInt

LongNVarChar

string

LongVarBinary

binary

LongVarChar

string

NChar

string

Numeric

decimal

NVarChar

string

Real

float

SmallInt

short

Unsigned SmallInt

unsignedShort

Time

time

Timestamp

dateTime

TinyInt

byte

Unsigned TinyInt

unsignedByte

VarBinary

binary

VarChar

string

XML から DataStage のデータ・タイプ・マッピング
次の表にデータ・タイプ・マッピングを示します。
表 110. XML タイプから DataStage データ・タイプへのマッピング
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XML タイプ

DataStage データ・タイプ

duration

VarChar

dateTime

TimeStamp

time

Time

date

Date

gYear

Date

gYearMonth

Date
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表 110. XML タイプから DataStage データ・タイプへのマッピング (続き)
XML タイプ

DataStage データ・タイプ

gMonth

Date

gMonthDay

Date

gDay

Date

anyURI

VarChar

ENTITY

VarChar

ENTITIES

VarChar

ID

VarChar

IDREF

VarChar

IDREFS

VarChar

QName

VarChar

token

VarChar

language

VarChar

Name

VarChar

NCName

VarChar

NMTOKEN

VarChar

NMTOKENS

VarChar

NOTATION

VarChar

normalizedString

VarChar

string

VarChar

float

Real

double

Double

decimal

Decimal

integer

Decimal

long

BigInt

int

Integer

short

SmallInt

byte

TinyInt

positiveInteger

Decimal

nonPositiveInteger

Decimal

negativeInteger

Decimal

nonNegativeInteger

Decimal

unsignedLong

Unsigned BigInt

unsignedInt

Unsigned Integer

unsignedShort

Unsigned SmallInt

unsignedByte

Unsigned TinyInt

hexBinary

VarChar

base64Binary

VarChar

boolean

Bit
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Hierarchical Data ステージのサンプル・ファイル
これらのファイルには、各種のステップを使用して Hierarchical Data ステージのア
センブリーを作成する方法を示すサンプル・ジョブで使用しているスキーマおよび
データ・ファイルが含まれています。
これらのファイルは、Hierarchical Data ステージを使用するサンプル・ジョブを作
成するときに使用します。 それぞれの例について、完成したジョブが用意されてい
ます。 ステップごとの説明に従ってそれぞれの例をビルドすることも、完成してい
るジョブをインポートして研究することもできます。
サンプルのファイルをダウンロードするには、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019894 にアクセスしてください。
表 111. サンプル・ファイル
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例

ファイル

例 1: XML データの構文解析

departments.xml (入力ファイル)、
Employee.xsd (スキーマ)、Organization.xsd
(スキーマ)、xml_parser_example.dsx (ジョ
ブ)、employee.txt (出力ファイル)、address.txt
(出力ファイル)

例 2: XML コンポーザー・ステップおよび
再グループ化ステップの使用

departments.xml (入力ファイル)、
Employee.xsd (スキーマ)、Organization.xsd
(スキーマ)、employee.txt (入力ファイル)、
address.txt (入力ファイル)、
xml_composer_example.dsx (ジョブ)、
employee_output.xml (出力ファイル)

例 3: XML コンポーザー・ステップおよび
階層結合ステップの使用

departments.xml (入力ファイル)、
Employee.xsd (スキーマ)、Organization.xsd
(スキーマ)、employee.txt (入力ファイル)、
address.txt (入力ファイル)、
xml_hjoin_example.dsx (ジョブ)、
employee_output_xml (出力ファイル)

例 4: XML パーサー・ステップおよびスイ
ッチ・ステップの使用

employee1.xml (入力ファイル)、
employee2.xml (入力ファイル)、Employee.xsd
(スキーマ)、Organization.xsd (スキーマ)、
xml_switch_example.dsx (ジョブ)、
valid_emp.txt (出力ファイル)、InValid_emp.txt
(出力ファイル)

例 5: XML パーサー・ステップおよび結合
ステップの使用

employee1.xml (入力ファイル)、
employee2.xml (入力ファイル)、Employee.xsd
(スキーマ)、Organization.xsd (スキーマ)、
Employee1.xsd (union_schemas¥schema1)
、Organization1.xsd (union_schemas¥schema1)
、Employee2.xsd (union_schemas¥schema2)
、Organization2.xsd (union_schemas¥schema2)
、xml_union_example.dsx (ジョブ)、
employees_output.xml (出力ファイル)
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表 111. サンプル・ファイル (続き)
例

ファイル

例 6: XML コンポーザー・ステップおよび
水平ピボット・ステップの使用

address.txt (入力ファイル)、Employee.xsd (ス
キーマ)、 Organization.xsd (スキーマ)、
xml_hpivot_example.dsx (ジョブ)、
address_output.xml (出力ファイル)

例 7: XML パーサー・ステップおよびアグ
リゲート・ステップの使用

departments.xml (入力ファイル)、employee.xsd
(スキーマ)、 organization.xsd (スキーマ)、
xml_aggregate_example.dsx (ジョブ)、
employees_output.txt (出力ファイル)

例 8: XML コンポーザー・ステップおよび
ソート・ステップの使用

departments.xml (入力ファイル)、employee.xsd
(スキーマ)、 organization.xsd (スキーマ)、
xml_sort_example.dsx (ジョブ)、
employees_output.xml (出力ファイル)

例 9: XML コンポーザー・ステップおよび
順序結合ステップの使用

address.xml (入力ファイル)、employee.xml
(入力ファイル)、employee1.xsd (スキーマ)、
organization1.xsd (スキーマ)、
xml_orderjoin_example.dsx (ジョブ)、
employees_output.xml (出力ファイル)

例 10: XML パーサー・ステップおよび垂直
ピボット・ステップの使用

departments.xml (入力ファイル)、employee.xsd
(スキーマ)、 organization.xsd (スキーマ)、
xml_vpivot_example.dsx (ジョブ)、
employees_output.txt (出力ファイル)

問題を診断するための IBM ソフトウェア・サポートとの連携
IBM ソフトウェア・サポートと連携して問題を解決するときには、これらの設定を
使用します。
アセンブリー・エディターで「オプション」を選択し、以下の設定を表示します。
アセンブリー・コンテキスト・ファイル
「ダウンロード」をクリックして、アセンブリー・コンテキスト・ファイル
のコピーを保存します。 このファイルは、拡張子が e2d であり、問題判別
およびテストに役立ちます。
ロギング
ログ・ファイルの場所およびログ・レベル。
サーバーのトレース
トレース機能がトレース・ログを記録できるようにします。
Flash プラグイン診断
これは通知用です。
アプリケーション診断
これは通知用です。
注: デフォルト設定を変更した場合、現在のアセンブリーのみに適用されます。
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開発者向け記事へのリンク
Hierarchical Data ステージについて詳しくは、このトピックに記載している開発者
向け記事へのリンクを使用してください。
v 概要 - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-1103datastages/
index.html
v アセンブリーについて - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/
dm-1103datastages2/index.html
v 検証ルールについて - http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm1104datastages3/index.html
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

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

© Copyright IBM Corp. 2011, 2014

267

268

階層データ変換ガイド

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
後ろの省略符号 (...) は、複数のキー名を指定できることを示しています。
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. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



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


optional_item

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



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

required_choice1
required_choice2



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


optional_choice1
optional_choice2

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


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

 required_item  repeatable_item



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



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

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。

272

階層データ変換ガイド

付録 D. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 112. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/training にアクセスし
てください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。
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付録 E. 製品資料へのアクセス
資料は、オンラインの IBM Knowledge Center、オプションでローカルにインストー
ルしたインフォメーション・センター、PDF のブックといったさまざまな形式で提
供されます。製品クライアント・インターフェースから、オンラインまたはローカ
ルにインストールしたヘルプに直接アクセスすることができます。
IBM Knowledge Center は、InfoSphere Information Server の最新情報を探すのに最
適な場所です。 IBM Knowledge Center には、スイートのすべての製品モジュール
の全資料のほか、ほとんどの製品インターフェースのヘルプも含まれています。
IBM Knowledge Center は、インストール済み製品から開くことも、Web ブラウザ
ーから開くこともできます。

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

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

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

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

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

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

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

PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックはオンラインで利用可能で、サポートの文書
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1 からアクセスで
きます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。 資料をオンラインでダウンロードするには http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss の IBM Publications Center にアクセス
してください。
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付録 F. 製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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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 113. 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 113. 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。
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