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第 1 章 コネクター・マイグレーション・ツール
コネクターの持つ追加機能の利点を活用するには、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールを使用して、プラグインおよびオペレーター・ステージの代わりにコネ
クターを使用するためにジョブをマイグレーションします。
次の表に、コネクターにマイグレーションできるステージと、そのステージがマイ
グレーションする対応するコネクターをリストします。
表 1. ステージおよび対応するコネクター
ステージ

コネクター・ステージ

DB2Z ステージ
DB2 UDB API ステージ
DB2 UDB Enterprise ステージ
DB2 UDB Load ステージ

DB2 Connector

DRS ステージ

DRS Connector

Java Client ステージ
Java Transformer ステージ

Java Integration ステージ

Netezza Enterprise ステージ

Netezza Connector

ODBC Enterprise ステージ
ODBC (Server) ステージ
SQLServer Enterprise ステージ

ODBC Connector

Oracle OCI ステージ
Oracle OCI Load ステージ
Oracle Enterprise ステージ

Oracle Connector

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

API ステージ
Enterprise ステージ
Load ステージ
Multiload ステージ

WebSphere® MQ ステージ

Teradata Connector

WebSphere MQ Connector

.

コネクターを使用するためのジョブのマイグレーション
コネクターを使用するためにジョブをマイグレーションするには、コネクター・マ
イグレーション・ツールを実行する必要があります。
コネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、Microsoft Windows の「プ
ログラム」メニューまたはコマンド・ラインから開始します。このツールをコマン
ド・ラインから開始すると、ユーザー・インターフェースからは使用できない追加
のオプションを使用できます。
ユーザー・インターフェースでは、マイグレーションするジョブ、共有コンテナ
ー、およびステージを評価するためのプロセスが順番に示されます。マイグレーシ
ョンするジョブを選択します。ツールによって、各ジョブ名の脇に、ジョブを完全
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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にマイグレーションできるのか、部分的にマイグレーションできるのか、それとも
一切マイグレーションできないのかを示すアイコンが表示されます。評価するジョ
ブのリストを絞り込むために、特定のプラグインおよびオペレーター・ステージを
含むジョブだけがリストされるように指定できます。このツールでは、マイグレー
ションする前にジョブのバックアップを作成できます。ジョブのバックアップ・コ
ピーを作成してからバックアップをマイグレーションするか、ジョブのバックアッ
プ・コピーを作成してからオリジナル・ジョブをマイグレーションできます。いず
れにしても、オリジナルのジョブが失われることはありません。ジョブがマイグレ
ーションされ、元のジョブと同じフォルダーに配置されます。また、マイグレーシ
ョンの結果が記録されたログ・ファイル CCMigration.log が、現行ディレクトリー
内に作成されます。
コネクター・マイグレーション・ツールのコマンド・ライン・オプションでは、ユ
ーザー・インターフェースと同じ機能に加えて、追加オプションを使用できます。
コマンド・ラインを使用して実行できる追加のタスクは次のとおりです。
v マイグレーション対象とみなされるジョブ名のリストを指定する。
v マイグレーション対象とみなされる共有コンテナー名のリストを指定する。
v マイグレーション対象とみなされるジョブを制限するためにステージ・タイプ名
のリストを指定する。
v 練習用マイグレーションを実行する。実際のマイグレーションは行われず、マイ
グレーションで起こり得る結果がログ・ファイルに書き込まれます。結果を検討
し、必要に応じてマイグレーションを微調整してから、実際のマイグレーション
を実行できます。
v ジョブ、ジョブのステージ、およびステージ・タイプのレポートを作成する。
注:
v コネクター・マイグレーション・ツールは、オペレーティング・システム・レベ
ルの環境変数は読み取りません。環境変数は、InfoSphere DataStage の中で、プロ
ジェクト・レベルまたはジョブ・レベルで定義されている場合に限り読み取られ
ます。最初に、プロジェクト・レベルの環境変数が読み取られ、その後、ジョブ
の環境変数によって上書きされます。コネクター・マイグレーション・ツール
は、空白のデフォルト値をもつ環境変数は無視します。環境変数のデフォルト値
はマイグレーションされますが、ランタイム値はマイグレーションされません。
v 本書全体を通じて、「ジョブ」という用語は、パラレル共有コンテナーおよびサ
ーバー共有コンテナーに加え、IBM® InfoSphere® DataStage® ジョブを指します。

ユーザー・インターフェースを使用したジョブのマイグレーション
コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、マイグレーションに適格のジ
ョブとステージを表示し、それらをマイグレーションして、プラグインとオペレー
ター・ステージを使用するのではなく、コネクターを使用するようにします。

このタスクについて
InfoSphere DataStage and QualityStage® デザイナー または InfoSphere DataStage and
QualityStage ディレクター クライアントに接続する場合に使用するのと同じプロジ
ェクト接続詳細を使用して、コネクター・マイグレーション・ツールに接続しま
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す。マイグレーションするジョブを作成および変更するための十分なユーザー特権
が必要です。

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「コネクター・マイグレーション・ツール」を選択します。
2. 「ログオン」ウィンドウの次のフィールドに情報を入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、サービス層のホスト名を入力します。ホスト名に
コロンを付けて、オプションのポートを指定できます。 ここで指定するホス
ト名は、Designer Client の開始時に指定したものと同じホストです (例え
ば、mymachine:9080)。
b. 「ユーザー名」フィールドに、InfoSphere DataStage ユーザー名を入力しま
す。
c. 「パスワード」フィールドに、InfoSphere DataStage パスワードを入力しま
す。
d. 「プロジェクト」フィールドに、プロジェクトの名前を入力します。 ドメイ
ン・サーバーからみてリモートである InfoSphere DataStage サーバーにアク
セスするには、server:[port]/project のように完全なプロジェクト名を指定して
ください。代わりに、「プロジェクト」フィールドの横のボタンを押して、
完全修飾プロジェクト名を選択できるダイアログ・ボックスを表示すること
もできます。
e. OK をクリックします。 アイコンは、それぞれのジョブの状況を示していま
す。 グレイのアイコンは、ジョブがマイグレーションできないことを示しま
す。疑問符 (?) の付いたグレイのアイコンは、ジョブが正常にマイグレーシ
ョンできる可能性があることを示します。
3. 以下の手順のいずれかで、マイグレーションを検討するジョブおよびステージを
表示します。
v 「表示」 > 「すべてのジョブを表示」を選択して、プロジェクト内のすべて
のジョブを表示します。これは、デフォルトの表示です。
v 「表示」 > 「すべてのマイグレーション可能なジョブを表示」を選択して、
プロジェクト内にあり、マイグレーションしてコネクターを使用できるすべて
のジョブを表示します。マイグレーションできるステージが入っていないジョ
ブは、ジョブ・リストから除外されます。
v 「表示」 > 「ステージ・タイプごとにジョブを表示」を選択して、「ステー
ジ・タイプによるフィルタリング」ウィンドウを開きます。
4. 次のステップを実行して、ジョブを分析します。
a. ジョブ・リストの中でジョブを強調表示します。
b. ジョブ・リストで目的のジョブを展開し、ジョブ内のステージを表示しま
す。
c. 1 つ以上のジョブを選択して、「分析」をクリックします。
分析が終わると、ジョブ、ステージ、またはプロパティーのアイコンの色で、マ
イグレーション可能かどうかが示されます。緑色のアイコンは、そのジョブ、ス
テージ、またはプロパティーがマイグレーション可能であることを示します。赤
色のアイコンは、そのジョブまたはステージがマイグレーションできないことを
示します。オレンジ色のアイコンは、ジョブまたはステージが部分的にマイグレ
第 1 章 コネクター・マイグレーション・ツール

3

ーションできて、コネクターの中に、ステージ内のプロパティーと同等のものが
ないことを示します。グレイのアイコンは、ジョブまたはステージがマイグレー
ション対象として適格ではないことを示します。
注: コネクター・マイグレーション・ツールは、ステージが表示する名前ではな
く、内部プロパティー名を表示します。各プロパティーの内部名と対応する表示
名について記載された表を表示するには、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー クライアントから、リポジトリー・ツリー内の「ステー
ジ・タイプ」フォルダーを開きます。ステージ・アイコンをダブルクリックして
から、「プロパティー」タブをクリックして、ステージ・プロパティーを表示し
ます。
5. 「環境設定」をクリックし、ジョブのマイグレーション方法を選択します。
v 「ジョブをクローンし、クローンされたジョブをマイグレーションする」を選
択して、ジョブのコピーを作成したあと、コピーをマイグレーションします。
オリジナルのジョブは元の状態のままです。
v 「ジョブをバックアップし、オリジナル・ジョブをマイグレーションする」を
選択して、ジョブのコピーを作成してから、オリジナル・ジョブをマイグレー
ションします。
v 「オリジナル・ジョブのマイグレーション」を選択して、バックアップを作成
せずにジョブをマイグレーションします。
6. マイグレーションするジョブおよびステージを選択してから、「マイグレーショ
ン」をクリックします。
ジョブおよびステージがマイグレーションされて、オリジナル・ジョブと同じフ
ォルダーに配置されます。ロギングが使用可能になっている場合には、マイグレ
ーション・タスクのレポートが書き込まれたログ・ファイルが作成されます。ジ
ョブが正常にマイグレーションされると、ジョブ・リストのジョブ名の脇に緑色
のチェック・マークが表示され、ジョブがマイグレーションされたことを示しま
す。

コマンド・ラインを使用したジョブのマイグレーション
コネクター・マイグレーション・ツールをコマンド・ラインから実行すると、ユー
ザー・インターフェースで使用できない追加オプションを使用できます。

このタスクについて
コマンド・ラインからコネクター・マイグレーション・ツールを実行するには、コ
マンド CCMigration に続いて、一連の必須パラメーターおよびオプション・パラメ
ーターを指定します。コネクター・マイグレーション・ツールがコマンド・ライン
から開始され、-C、-M、または -B オプションのどれも指定されていなければ、ユ
ーザー・インターフェースが表示されます。これらのオプションのいずれかが指定
されている場合は、その後ユーザーとの対話なしでマイグレーションが続行されま
す。したがって、以下に説明するコマンド・ライン・オプションは、ユーザー・イ
ンターフェースが表示されているか否かに関わらず使用できます。
ジョブが正常にマイグレーションされると、ジョブ・リストのジョブ名の脇に緑色
のチェック・マークが表示され、ジョブがマイグレーションされたことを示しま
す。
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手順
1. IBM InfoSphere DataStage クライアントのコマンド・ラインから、
<InformationServer>¥Clients¥CCMigrationTool ディレクトリーに移動します。
2. コマンド CCMigration に続いて、以下の必須パラメーターを入力します。
v -h host:port。host:port は、InfoSphere DataStageサーバーのホスト名とポート
です。ポートを指定しなければ、port はデフォルトで 9080 になります。
v -u user name。ここで、user name は、InfoSphere DataStage ユーザーの名前
です。
v -p password。ここで、password は、InfoSphere DataStage ユーザーのパスワー
ドです。
v -P project。ここで、project は接続先のプロジェクトの名前です。ドメイン・
サーバーからみてリモートである InfoSphere DataStage サーバーを指定するに
は、server:[port]/project というフォーマットを使用して、完全修飾プロジェク
ト名を指定します。
v 次のいずれかを指定します。
– -M。このパラメーターを指定すると、オリジナル・ジョブがマイグレーシ
ョンされ、バックアップ・ジョブは作成されません。
– -B job name extension。job name extension は、一連の英数字とアンダース
コアーからなります。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイ
グレーション・ツールはバックアップ・ジョブを作成し、そのバックアッ
プ・ジョブに source job name+job name extension 形式の名前を付け、オリ
ジナル・ジョブをマイグレーションします。バックアップ・ジョブは、リ
ポジトリー内でソース・ジョブと同じ位置に保存されます。
– - C job name extension。ここで、job name extension は、英数字とアンダー
スコアーの組み合わせです。このパラメーターを指定すると、コネクタ
ー・マイグレーション・ツールはソース・ジョブのクローンを作成して
source job name+job name extension という名前を付け、クローン・ジョブ
をマイグレーションします。クローンしたジョブは、リポジトリー内の、
ソース・ジョブと同じ場所に保存されます。
次のオプションのいずれかを指定すると、マイグレーションは追加のユーザー入
力なしに続行されます。-M、-B、-C のいずれも指定しなければ、ジョブをマイ
グレーションする方法について追加の選択を行えるように、ユーザー・インター
フェースが表示されます。
3. オプション: 次のオプション・パラメーターのいずれかを入力します。
v -L log file。ここで、log file は、マイグレーションの結果を記録するログ・フ
ァイルのファイル名とパスです。
v -S stage types。stage types は、ステージ・タイプのコンマ区切りのリストで
す。デフォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、すべてのス
テージ・タイプをマイグレーションします。このパラメーターは、指定したス
テージ・タイプを含むジョブのみをマイグレーションする場合に使用しま
す。-S と -J の両方のパラメーターを指定した場合、指定されたジョブ内の
指定されたステージ・タイプのみがマイグレーションされます。-S パラメー
ターを指定し、-C、-M、-B のどのパラメーターも指定しなければ、ユーザ
ー・インターフェースに表示されるジョブ・リストの中に、指定されたステー
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ジ・タイプを含んだジョブのみが表示されます。表示されるジョブを制限する
ことで、コネクター・マイグレーション・ツールの起動時間を大幅に低減でき
る場合があります。
v -J job names。job names は、ジョブのコンマ区切りのリストです。デフォル
トでは、コネクター・マイグレーション・ツールは、プロジェクト内のすべて
の適格なジョブをマイグレーションします。このパラメーターは、特定のジョ
ブのみをマイグレーションする場合に使用します。-J パラメーターを指定
し、-C、-M、-B のどのパラメーターも指定しなければ、ユーザー・インター
フェースに表示されるジョブ・リストの中に、指定されたジョブのみが表示さ
れます。表示されるジョブを制限することで、コネクター・マイグレーショ
ン・ツールの起動時間を大幅に低減できる場合があります。
v -c shared container names。shared container names は、共有コンテナーのコン
マ区切りのリストです。デフォルトでは、コネクター・マイグレーション・ツ
ールは、プロジェクト内のすべての適格な共有コンテナーをマイグレーション
します。このパラメーターは、特定の共有コンテナーのみをマイグレーション
する場合に使用します。-c パラメーターを指定し、-C、-M、-B のどのパラメ
ーターも指定しなければ、ユーザー・インターフェースに表示されるジョブ・
リストの中に、指定された共有コンテナーのみが表示されます。表示される共
有コンテナーを制限することで、コネクター・マイグレーション・ツールの起
動時間を大幅に低減できる場合があります。
v -R。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、指定されたジョブがマイグレーションされた場合に発生するマイグレーシ
ョンの詳細を報告しますが、実際のマイグレーションは実行しません。詳細
は、-L パラメーターを使用して指定されたログ・ファイルの中に報告されま
す。
v -a auth file。ここで、auth file はユーザー名とパスワードを記録したファイル
名です。
v -A。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、ジョブ・デザインに注釈を追加します。注釈は、マイグレーションされた
ステージ、ステージのマイグレーション元のジョブ、およびマイグレーション
の日付を記述したものです。
v -djob dump file。ここで、job dump file は、ジョブ、共有コンテナー、および
ステージのリストが書き込まれたファイルのファイル名とパスです。ジョブ・
ダンプ・ファイルを使用すると、どのジョブがマイグレーションにふさわしい
かを判断したい場合に役立ちます。-d パラメーターを -J、-c、および -S と
一緒に使用して、特定のジョブ、共有コンテナー、およびステージ・タイプの
それぞれをリストすることができます。
v -V。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、マイグレーションされたステージのターゲット・コネクター・バリアント
を指定します。リストの形式は、{StageTypeName=Variant} を含んだコンマ区
切りのリストです。
v -v。-d コマンドと共にこのパラメーターを指定すると、ステージ・プロパテ
ィーの値がレポートの中に含められます。指定しなければ、レポートには、ス
テージの名前とタイプのみが含められ、ステージ・プロパティーは含められま
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せん。このオプションは、特定のプロパティー値を持つステージが含まれるジ
ョブを識別する場合に役立ちます。このオプションが指定されると、–S は無
視されます。
v -T。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、バリアント・マイグレーション・モードを使用可能にします。ジョブおよ
びコンテナーの中の、–V コマンドでリストされるステージ・タイプと一致す
るすべてのコネクター・ステージが変更されます。
v -U。このパラメーターを指定すると、コネクター・マイグレーション・ツール
は、プロパティー・アップグレード・マイグレーション・モードを使用可能に
します。ジョブおよびコンテナーの中の、プロパティーが StageUpgrade.xml
ファイル内に指定された条件と一致するすべてのコネクター・ステージがアッ
プグレードされます。
v -b stage type。ここで、stage type はマイグレーションする組み込みステー
ジ・タイプです。このパラメーターは、コマンド・ラインのみでサポートさ
れ、ユーザー・インターフェースではサポートされません。現時点では、
UniData 6 ステージのみがサポートされます。 UniData 6 ステージを UniData
ステージにマイグレーションするには -b CUDT6Stage を指定します。

例
次のコマンドはコネクター・マイグレーション・ツールを開始し、ユーザー billg
としてサーバー dsserver 上のプロジェクト billsproject に接続して、ジョブ
db2write および db2upsert をマイグレーションします。
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck
-P billsproject -J db2write,db2upsert -M

非推奨ステージ
非推奨でパレットから削除されたいくつかのステージは、機能とパフォーマンスが
向上したコネクターによって置き換えられます。ただし、こうした非推奨ステージ
でも、ジョブで使用することができ、パレットに戻すことができます。
以下のステージ・タイプは、パラレル・ジョブ・キャンバスのパレットから削除さ
れました。
v DB2Z
v DB2® UDB API
v DB2 UDB Load
v DRS
v Dynamic RDBMS
v Java Client
v Java Transformer
v Netezza Enterprise
v ODBC Enterprise
v Oracle 7 Load
v Oracle OCI Load
v Oracle Enterprise
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v Teradata API
v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere MQ
以下のステージ・タイプは、サーバー・ジョブ・キャンバスのパレットから削除さ
れました。
v Dynamic RDBMS
新規ジョブを作成する際は、非推奨ステージの代わりにコネクターを使用すること
を検討してください。次の表に、非推奨ステージの代わりに、どのコネクターを使
用するかを示します。
表 2. ステージおよび対応コネクター
非推奨ステージ

コネクター・ステージ

DB2Z
DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

DB2 Connector

DRS

DRS Connector

Dynamic RDBMS

DB2 Connector
Oracle Connector
ODBC Connector

Java Client
Java Transformer

Java Integration ステージ

Netezza Enterprise

Netezza Connector

ODBC Enterprise

ODBC Connector

Oracle 7 Load
Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Oracle Connector

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata Connector

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

WebSphere MQ Connector

非推奨ステージ・タイプのいずれかを新規ジョブで使用するには、そのステージ・
タイプをリポジトリー・ツリーからキャンバスまたはパレットにドラッグします。
リポジトリー・ツリーから「ステージ・タイプ」を展開します。「ステージ・タイ
プ」の下で、使用するステージに応じて「パラレル」または「サーバー」を展開し
ます。目的のステージ・タイプをジョブ・キャンバスかパレットまでドラッグしま
す。
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第 2 章 Oracle データベースへのアクセスの構成
Oracle データベースへのアクセスを構成するには、データベース・クライアント・
ライブラリーをインストールし、ライブラリー・パス環境変数の中に、これらのイ
ンストールされたライブラリーへのパスを含める必要があります。詳しくは、環境
変数の設定に関するトピックを参照してください。

手順
1. データベース・クライアント・ライブラリーをインストールします。
2. Oracle データ・ベースへのアクセスを構成します。

Oracle データベースへのアクセスの構成
環境変数を設定し、tnsnames.ora および sqlnet.ora などの Oracle 構成ファイル
を更新することで、Oracle クライアント・システムから Oracle データベースへの
アクセスを構成できます。詳しくは、Oracle 製品資料を参照してください。

始める前に
v クライアント・ライブラリーをインストールします。
v システムがシステム要件を満たし、サポートされるバージョンの Oracle クライア
ントおよび Oracle サーバーがあることを確認します。システム要件については、
http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/ を参照してくださ
い。
v Oracle クライアントが Oracle データベースにアクセスできることを確認しま
す。 Oracle クライアントと Oracle データベース・サーバー間の接続をテストす
るには、Oracle SQL*Plus ユーティリティーを使用することができます。

このタスクについて
dsenv スクリプトを使用して、Oracle データベースへのアクセスの構成に使用され
る環境変数を更新することができます。このスクリプトを使用した場合は、環境変
数を更新した後にサーバー・エンジンと ASB エージェントを再始動する必要があ
ります。

手順
1. Oracle Connector が Oracle 構成ファイル tnsnames.ora にアクセスできるよう
に、ORACLE_HOME または TNS_ADMIN の環境変数を設定します。
v ORACLE_HOME 環境変数が指定されている場合、tnsnames.ora ファイルは
$ORACLE_HOME/network/admin ディレクトリーの中になければなりません。
v TNS_ADMIN 環境変数が指定されている場合、tnsnames.ora ファイルは
$TNS_ADMIN ディレクトリーの中になければなりません。
v 両方の環境変数が指定されている場合、TNS_ADMIN 環境変数が優先されます。
v これらの環境変数の設定は必須ではありません。ただし、一方または両方の環
境変数が指定されていない場合は、Oracle データベースへの接続を定義するた
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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めの接続記述子名を選択できなくなります。代わりに、接続を定義するとき
に、完全な接続記述子定義を指定するか、Oracle 簡易接続ストリングを指定す
る必要があります。
注: Oracle Basic インスタント・クライアントまたは Basic Lite インスタント・
クライアントを使用した場合、tnsnames.ora ファイルが自動的に作成されるこ
とはありません。手動でこのファイルを作成し、ディレクトリーに保存する必要
があります。その後で、ファイルの場所を TNS_ADMIN 環境変数に指定します。
tnsnames.ora ファイルの手動作成については、Oracle の資料を参照してくださ
い。
2. オプション: Oracle クライアント・ライブラリーが存在するディレクトリーが組
み込まれるようにライブラリー・パス環境変数を設定します。 クライアント・
ライブラリーのデフォルトの場所は次のとおりです。
v Windows の場合、C:¥app¥username¥product¥11.2.0¥client_1¥BIN。ここで、
username はローカル・オペレーティング・システムのユーザー名を表しま
す。 InfoSphere Information Server エンジン・コンピューターに、Oracle クラ
イアント製品のみではなく、完全な Oracle データベース製品がインストール
されている場合、パスは C:¥app¥username¥product¥11.2.0¥dbhome_1¥BIN に
なります。
v Linux または UNIX の場合、u01/app/oracle/product/11.2.0/client_1
3. NLS_LANG 環境変数を、ジョブに指定された NLS マップ名と互換性のある値に
設定します。 NLS_LANG 環境変数のデフォルト値は、
AMERICAN_AMERICA.US7ASCII です。
Oracle クライアントは、ステージと交換されるデータが NLS_LANG の設定に従っ
てエンコードされていると想定します。しかし、データは NLS マップ名の設定
に従ってエンコードされることがあります。 NLS_LANG の設定と NLS マップ名
の設定に互換性がない場合、データが破損し、無効な値がデータベースに保管さ
れたり、データベースから取り出されたりする可能性があります。ジョブに使用
される NLS_LANG 環境変数と NLS マップ名の値は、必ず同期するようにしてく
ださい。
Microsoft Windows インストール済み環境で NLS_LANG 環境変数が設定されてい
ない場合、Oracle クライアントは、Windows レジストリーからの値を使用しま
す。

ISA Lite ツールを使用したデータベース接続のテスト
データベースへの接続を確立した後、IBM Support Assistant (ISA) Lite for
InfoSphere Information Server ツールを実行してデータベース接続をテストします。
ISA Lite ツールについて詳しくは、インストール検査とトラブルシューティングに
関するトピックを参照してください。
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ライブラリー・パス環境変数の設定
プロジェクト内のすべてのジョブに環境変数を適用するには、InfoSphere DataStage
and QualityStage アドミニストレーターで環境変数を定義します。プロジェクト・レ
ベルまたはジョブ・レベルでライブラリー・パス環境変数とパス環境変数に指定さ
れる値は、これらの変数の既存のシステム値の後に追加されます。

このタスクについて
例えば、プロジェクト・レベルでライブラリー・パス環境変数の値としてディレク
トリー /opt/branded_odbc/lib が指定されているとします。同じライブラリーを含
むが別の場所にあるディレクトリー /opt/IBM/InformationServer/Server/
branded_odbc/lib が、オペレーティング・システム・レベルまたは dsenv スクリ
プトで定義されたライブラリー・パスに既に存在しています。この場合、ジョブの
実行時には、ディレクトリー/opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/
lib のライブラリーがロードされます。これは、ライブラリー・パス環境変数に定
義された値の中で、このディレクトリーがディレクトリー /opt/branded_odbc/lib
の前に出現するためです。
ライブラリー・パス環境変数の名前は、オペレーティング・システムによって異な
ります。
オペレーティング・システム

ライブラリー・パス環境変数

Microsoft Windows

PATH

HP-UX

SHLIB_PATH

IBM AIX

®

LIBPATH

その他のサポートされる Linux および UNIX LD_LIBRARY_PATH
オペレーティング・システム、および HP-IA

Linux または UNIX オペレーティング・システムでは、環境変数は dsenv スクリ
プトの中で指定できます。 Windows オペレーティング・システム上の InfoSphere
Information Server インストール済み環境には、dsenv スクリプトは含まれていませ
ん。

dsenv ファイル内のライブラリー・パス環境変数の設定
Linux または UNIX オペレーティング・システムでは、 dsenv スクリプトの中で
ライブラリー・パス環境変数を指定できます。 dsenv スクリプトに指定された環境
変数は、InfoSphere Information Server エンジンの下で実行されるすべての
InfoSphere DataStage プロジェクトに適用されます。

始める前に
クライアント・ライブラリーをインストールします。

手順
1. DataStage アドミニストレーター・ユーザー (デフォルト名でインストールした
場合は dsadm) としてログインします。

第 2 章 Oracle データベースへのアクセスの構成
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2. IS_install_path/Server/DSEngine/dsenv スクリプトをバックアップします。
IS_install_path は、InfoSphere Information Server インストール・ディレクトリー
(デフォルト・パスでインストールした場合は /opt/IBM/InformationServer) で
す。
3. dsenv スクリプトを開きます。
4. クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーのパスをライブラリー・パス
環境変数に追加します。
5. 更新した dsenv ファイルを使用して環境をセットアップします。
. ./dsenv

6. 以下のコマンドを入力して、InfoSphere Information Server エンジンを再始動し
ます。
bin/uv –admin –stop
bin/uv –admin –start

7. su コマンドによって直接、または DataStage アドミニストレーター・ユーザー
が sudoers リストに含まれる場合には sudo コマンドを通じて、root ユーザー特
権を得ます。
sudo su - root

8. 以下のコマンドを入力して、ASB エージェントのホーム・ディレクトリーに移
動します。
cd Install_directory/ASBNode/bin
9. 以下のコマンドを入力して、ASB エージェント・プロセスを再始動します。
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

タスクの結果
ASB エージェント・プロセスの再始動後、InfoSphere Information Server サービスは
イベントを登録するために 1 分ほどかかります。

Windows におけるライブラリー・パス環境変数の設定
Windows オペレーティング・システムでは、ライブラリー・パス環境変数と PATH
環境変数はどちらも、PATH システム環境変数で表されます。 InfoSphere Information
Server エンジンと ASB エージェントのプロセスが環境変数の変更を検出するに
は、変更をシステム・レベルで行い、InfoSphere Information Server エンジンを再始
動する必要があります。

始める前に
クライアント・ライブラリーをインストールします。

手順
1. PATH システム環境変数を編集するには、「システムの詳細設定」の「環境変
数」をクリックし、「PATH」を選択します。
2. 「編集」をクリックし、クライアント・ライブラリーを含むディレクトリーへの
パスを指定します。
3. OK をクリックします。
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4. InfoSphere Information Server エンジンを再始動します。
5. ASB エージェント・プロセスを再始動します。

第 2 章 Oracle データベースへのアクセスの構成
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第 3 章 Oracle Connector
Oracle Connector を使用して Oracle データベース・システムにアクセスし、さまざ
まな読み取り、書き込み、およびロードの機能を実行します。

必要なユーザー特権の設定
Oracle Connector を使用するジョブを実行するには、コネクターが Oracle データベ
ースに接続するために使用するユーザー名が、一連の Oracle ディクショナリー・ビ
ューに対する SELECT アクセス権を持っている必要があります。ユーザー名には、
Oracle Connector が実行するように構成されたオペレーションに必要な Oracle デー
タベース・オブジェクトへのアクセス権も必要です。

始める前に
v Oracle データ・ベースへのアクセスを構成します。

このタスクについて
ユーザー名にとってアクセス権が必要となるデータベース・オブジェクトと、必要
なアクセス権のタイプは、コネクターが実行するように構成されているオペレーシ
ョンによって異なります。例えば、コネクターが TABLE1 表に行を挿入するように
構成されている場合、コネクターが Oracle データベースへの接続に使用するユーザ
ー名には、TABLE1 表への INSERT アクセス権がなければなりません。データベー
ス・オブジェクトへのアクセス権を付与するには、GRANT コマンドを使用します。
実行するオペレーションによっては、Oracle Connector は、Oracle ディクショナリ
ー・ビューにアクセスします。1 つを除き、これらのすべてのビューは ALL_ カテ
ゴリーまたは USR_ カテゴリーに含まれ、ユーザーには、デフォルトでこれらのビ
ューへのアクセス権があります。したがって、コネクターがデータベースとの接続
に使用するユーザー名には、一般的にこれらのビューへのアクセス権があります。
ただし、DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューに対してはアクセス権を明示的
に付与する必要があります。
ROWID 範囲のパーティション読み取り方式の場合には、DBA_EXTENTS ディクシ
ョナリー・ビューへのアクセスが必要になります。ROWID 範囲はデフォルトのパ
ーティション読み取り方式であるため、別のパーティション読み取り方式を選択し
なければ、コネクターはこの方式を使用します。コネクターがデータベースに接続
するために使用するユーザー名に、DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューへの
アクセス権が付与されていない場合は、コネクターはパーティション読み取り方式
を ROWID 範囲から ROWID ハッシュに自動的に切り替えます。

手順
ディクショナリー・ビューまたは他のデータベース・オブジェクトに対して
SELECT アクセス権を付与するには、以下のいずれかの方法を使用します。
v 単一のデータベース・オブジェクトへの SELECT アクセス権を付与する場合は、
以下のステートメントを発行します。
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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GRANT SELECT ON database_object TO user_name

database_object はオブジェクトの名前で、user_name は、コネクターがデータベ
ースとの接続に使用するユーザー名です。
v ユーザーに複数のディクショナリー・ビューまたはデータベース・オブジェクト
に対する SELECT アクセス権を付与するロールを使用するには、以下のサンプ
ル・ステートメントと同様のステートメントを発行します。これらのサンプル・
ステートメントは、ロールを作成して、2 つのディクショナリー・ビューへのア
クセス権を付与してから、ユーザーにこのロールを割り当てる方法を示していま
す。これらのサンプル・ステートメントを使用する場合、role_name、
dictionary_view、および user_name を、構成用の名前で置き換え、データベー
ス・オブジェクトごとに 1 つの GRANT SELECT ON ステートメントを発行し
ます。
CREATE ROLE role_name
GRANT SELECT ON dictionary_view1 TO role_name
GRANT SELECT ON dictionary_view2 TO role name
GRANT role_name TO user_name

例えば、DSXE ロールを作成して、DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューお
よび DUAL ディクショナリー・ビューへのアクセス権を付与し、USER1 ユーザ
ーに DSXE ロールを割り当てるには、以下のステートメントを発行します。
CREATE ROLE DSXE
GRANT SELECT ON SYS.DBA_EXTENTS TO DSXE
GRANT SELECT ON SYS.DUAL TO DSXE
GRANT DSXE TO USER1

Oracle Connector を使用するジョブのデザイン
Oracle Connector を使用して、データの読み取り、書き込み、およびロードを実行
するジョブを開発できます。

始める前に
v Oracle データ・ベースへのアクセスを構成します。
v 必要なユーザー特権を設定します。
v Oracle データベースへの接続に使用されるユーザー名に、ジョブで必要なアクシ
ョンを実行するための権限および特権があることを検証します。

手順
1. Oracle ソースからメタデータをインポートします。
2. Oracle Connector ステージを含んだジョブを定義します。
3. Oracle データベースへの接続を定義します。
4. Oracle データベースからデータを読み取る Oracle Connector ステージをセット
アップするには、以下のステップを実行します。
a. 列定義をセットアップします。
b. データのソースとして Oracle Connector を構成します。
c. オプション。パーティション・データを読み取ります。
5. Oracle データベースにデータを書き込む Oracle Connector ステージをセットア
ップするには、以下のステップを実行します。
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a. 列定義をセットアップします。
b. データのターゲットとして Oracle Connector を構成します。
c. オプション。リジェクト・データを管理するリジェクト・リンクを作成しま
す。
d. オプション。データのバルク・ロードを構成します。
e. オプション。パーティション・データを書き込みます。
6. Oracle データベース内のデータを検索するように Oracle Connector ステージを
セットアップするには、以下のステップを実行します。
a. 列定義をセットアップします。
b. データのソースとして Oracle Connector を構成します。
c. ノーマル・ルックアップ・オペレーションを構成するか、スパース・ルック
アップ・オペレーションを構成します。
7. ジョブをコンパイルして実行します。

Oracle メタデータのインポート
Oracle Connector を使用してデータの読み取り、書き込み、またはルックアップを
行う前に、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、Oracle データベースで
表とビューを表すメタデータをインポートできます。インポートされたメタデータ
は、メタデータ・リポジトリーに保存されます。

始める前に
v Oracle データ・ベースへのアクセスを構成します。
Oracle データ・ベースへのアクセスを構成します。Oracle データベースへのアク
セスについて詳しくは、 9 ページの『Oracle データベースへのアクセスの構成』
を参照してください。
v Oracle Connector に、メタデータをインポートするために必要な Oracle 86 ペー
ジの『ディクショナリー・ビュー』 へのアクセス権があることを確認してくださ
い。
v InfoSphere Metadata Asset Manager で使用する予定のデータ接続に関連付けられ
た Oracle ユーザーに、インポートする資産へのアクセス権があることを確認して
ください。ユーザーがアクセスできる資産のみが、InfoSphere Metadata Asset
Manager に表示され、インポートに使用可能です。

このタスクについて
Oracle Connector を使用して、以下のタイプの資産に関するメタデータをインポー
トできます。
v Oracle データベースが格納されているホスト・コンピューター。
v データベース。
v データベース・スキーマ。
v データベース表およびビュー。インポートされる表はすべて、データベース表と
してメタデータ・リポジトリーに保存されます。
v 表またはビューの列定義。

第 3 章 Oracle Connector
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手順
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートします。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポートについて詳
しくは、IBM Knowledge Center のオンライン製品資料、または「IBM InfoSphere
Information Server 共通メタデータ管理ガイド」を参照してください。

Oracle Connector が組み込まれたジョブの定義
Oracle データベースでのデータの読み取り、書き込み、またはルックアップを行う
ために、Oracle Connector を組み込んだジョブを作成することができます。その
後、他に必要なステージがあれば追加し、必要なリンクを作成します。

手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage Designer Clientで、メニューから「ファイ
ル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル」または「サーバー・ジョブ」のアイコンを
選択して、「OK」をクリックします。
3. Oracle Connector をジョブに追加します。
a. パレットで、「データベース」カテゴリーを選択します。
b. 使用可能なデータベースのリストで Oracle を見つけ、下矢印をクリックし
て、使用可能ステージを表示します。
c. Oracle Connector ステージをキャンバスにドラッグします。
d. オプション: Oracle Connector ステージを名前変更します。 ジョブ内でのス
テージの役割を示す名前を選択します。
4. ジョブの必要なリンクを作成し、ジョブにステージを追加します。
v Oracle データを読み取るジョブの場合、ジョブの次のステージを作成してか
ら、Oracle Connector から次のステージへの出力リンクを作成します。
v Oracle データを書き込むジョブの場合、ジョブの前のステージから Oracle
Connector への 1 つ以上の入力リンクを作成します。複数の入力リンクを使用
する場合、入力データ用のリンクとレコード処理の順序を指定できます。リジ
ェクト済みレコードを管理する場合、リジェクト済みレコードを保持するステ
ージを追加してから、Oracle Connector からそのステージへのリジェクト・リ
ンクを追加します。
v Oracle データをルックアップするジョブの場合、Lookup ステージを含むジョ
ブを作成してから、Oracle Connector から Lookup ステージへの参照リンクを
作成します。
5. ジョブを保存します。

Oracle データベースへの接続の定義
Oracle データベース内のデータにアクセスするには、サーバー、ユーザー名、およ
びパスワードを指定する接続を定義する必要があります。

始める前に
v Oracle データベースへの接続に使用されるユーザー名にジョブのアクションを実
行するための権限および特権があるかを検証します。
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v Oracle データベースへの接続を定義するための選択方法によって、環境変数の
TNS_ADMIN、ORACLE_HOME、ORACLE_SID、TWO_TASK、および LOCAL が正しく設定さ
れていることを確認します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、コネクター・ステージのアイコンをダブルク
リックして、コネクターのプロパティーを開きます。
2. 「プロパティー」ページの「サーバー」フィールドで、以下のステップのいずれ
かを実行します。
v 「選択」をクリックして、Oracle サービスのリストを表示し、接続対象の
Oracle サービスを選択します。このリストが空の場合は、コネクターが
Oracle tnsnames.ora ファイルを見つけられません。コネクターは、TNS_ADMIN
および ORACLE_HOME 環境変数をチェックして、ファイルを見つけようとしま
す。
v 接続の記述子の内容全体を、Oracle tnsnames.ora ファイルで使用されている
フォーマットで入力します。
v host[:port][/service_name] という構文で、Oracle 簡易接続ストリングを入
力します。
v

デフォルトのローカル Oracle サービスに接続するには、プロパティーをブラ
ンクのままにします。デフォルトのローカル・サービスは ORACLE_SID 環境変
数で定義されます。Linux または UNIX での TWO_TASK 環境変数および
Microsoft Windows での LOCAL 環境変数は、デフォルトのリモート・サービ
スを定義します。TWO_TASK または LOCAL 環境変数を使用するよりも、Oracle
サービスを選択するほうが賢明です。

3. 「ユーザー名」フィールドと「パスワード」フィールドに、Oracle サービスでの
認証に使用するユーザー名とパスワードを指定します。 デフォルトでは、コネ
クターは、Oracle データベース認証用に構成されています。この形式の認証で
は、指定する名前とパスワードが Oracle データベース内のユーザーに構成され
た証明情報と一致する必要があります。
4. オプション: 「外部認証を使用」チェック・ボックスを選択します。 この形式の
認証では、ユーザーが Oracle 内で登録され、オペレーティング・システムによ
って認証されたユーザーとして識別される必要があります。Oracle サーバーに対
する外部認証の有効化については、Oracle の資料を参照してください。
5. オプション: InfoSphere DataStage プロジェクトのアドミニストレーター・クラ
イアントを使用して、CC_ORACLECONNECTOR_DEFAULT_CONNECTION_VERSION 環境変
数を設定します。 例えば、
CC_ORACLECONNECTOR_DEFAULT_CONNECTION_VERSION=11g などです。 環境変数に
設定された値 (上の例では 11g) は、コネクター・ステージを初めて開いたとき
に「Oracle クライアントのバージョン」プロパティーにデータを取り込むため
に使用されます。

Oracle データベースからのデータの読み取り
Oracle データベースに接続し、データを読み取るための Oracle Connector を構成で
きます。
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始める前に
v Oracle ソースからメタデータをインポートします。
v Oracle Connector ステージを含んだジョブを定義します。
v Oracle データベースへの接続を定義します。

このタスクについて
以下の図では、Oracle Connector を使用してデータを読み取る例を示しています。
この例では、Oracle Connector が Oracle データベースからデータを読み取り、行を
Transformer ステージに渡します。そこでデータが変換されて、そのデータが ODBC
Connector に送られます。データを読み取るように Oracle Connector を構成する場
合、出力リンクを 1 つだけ作成します。この例では、この出力リンクが
Transformer ステージに行を転送します。

図 1. Oracle データベースからのデータの読み取りの例

リンクでの列定義の設定
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、コネクター・アイコンをダブルクリックしま
す。
2. 以下のいずれかの方法で、列定義をセットアップします。
v リポジトリー・ビューからジョブ・キャンバス上のリンクに表定義をドラッグ
します。次に矢印ボタンで、「使用可能な列」リストと「選択された列」リス
トの間で列を移動します。
v 「列」ページで、「ロード」をクリックして、メタデータ・リポジトリーから
表定義を選択します。次に、表定義からリンクに適用される列を選択するため
に、「使用可能な列」リストから 「選択された列」リストに列を移動しま
す。
3. 以下のようにして、列のプロパティーを構成します。
a. 列グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 表示するプロパティーを選択し、その表示順序を指定してから、「OK」をク
リックします。
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4. オプション: 列定義を変更します。 列名、データ・タイプ、およびその他の属性
を変更できます。さらに、列を追加、挿入、または削除することができます。
5. オプション: 以下のようにして、新規表定義をメタデータ・リポジトリーに保存
します。
a. 「列」ページで、「保存」をクリックしてから、「OK」をクリックし、リポ
ジトリー・ビューを表示します。
b. 既存のフォルダーにナビゲートするか、表定義が保存される新規フォルダー
を作成します。
c. フォルダーを選択して、「保存」をクリックします。

データ読み取りのソースとしての Oracle Connector の構成
Oracle 表またはビュー内の行を読み取るようにコネクターを構成するには、ソース
表またはビューを指定するか、完全な SELECT ステートメントまたは PL/SQL ブ
ロックを定義する必要があります。

このタスクについて
SELECT ステートメントを指定すると、コネクターはステートメントを 1 回だけ実
行し、そのステートメントに関して戻されるすべての行を出力リンクに送信しま
す。
PL/SQL ブロックを指定すると、コネクターは PL/SQL ブロックを 1 回だけ実行し
て、そのブロックに指定されている出力バインド変数を返します。単一レコードが
出力リンクに送信されます。PL/SQL ブロックは、入力パラメーターを取らない
が、1 つ以上の出力パラメーターを介して値を返すストアード・プロシージャーを
実行する場合に役立ちます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、Oracle Connector ステージをダブルクリック
します。
2. 編集する出力リンクを選択します。 出力リンクを編集する場合、Oracle
Connector ステージをソースとしてセットアップします。
3. 「読み取りモード」を「選択」または「PL/SQL」に設定します。
4. 「読み取りモード」を「選択」に設定した場合、以下のいずれかの方式でデータ
のソースを指定します。
v 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定してから、表またはビューの名前
を「表名」プロパティーに入力します。この場合、schema_name.table_name と
いう構文を使用します。schema_name は、表のオーナーです。schema_name
を指定しない場合、コネクターは、現在接続されているユーザーに属するスキ
ーマを使用します。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメ
ントを「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
v

「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SQL ステートメン
トが入っているファイルの完全修飾ファイル名を「SELECT ステートメン
ト」プロパティーに入力します。ファイル名を入力する場合、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定する必要もありま
す。
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v 「SELECT ステートメント」プロパティーをクリックしてから、そのプロパ
ティーの横の「ビルド」をクリックし、SQL ビルダーを開始します。SQL ス
テートメントを構成するには、リポジトリーに保存されている表および列定義
をドラッグし、SQL ステートメントで節を構成するためのオプションを選択
します。
5. 「読み取りモード」を「PL/SQL」に設定した場合、以下のいずれかの方式でデ
ータのソースを指定します。
v PL/SQL ブロックを手動で「PL/SQL ブロック」プロパティーに入力します。
v PL/SQL ブロックが入っているファイルの完全修飾ファイル名を「PL/SQL ブ
ロック」プロパティーに入力します。ファイル名を入力する場合、同時に「フ
ァイルから PL/SQL ブロックを読み取る」 を「はい」に設定します。
指定する PL/SQL ブロックは、キーワード DECLARE または BEGIN で始ま
り、キーワード END で終わっている必要があります。また END キーワードの
後にセミコロンを入力する必要があります。
6. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。

パーティション・データの読み取り
複数のノードを使用するジョブでは、ステージに指定された各ノードが、他と異な
るデータのサブセットをソース表から読み取ります。

始める前に
デフォルトの ROWID 範囲パーティション読み取り方式を使用するには、Oracle デ
ータベースとの接続に使用される証明情報を持つユーザーは、DBA_EXTENTS ディ
クショナリー・ビューへの SELECT アクセス権を持つ必要があります。

このタスクについて
コネクターがデータ読み取りのためにパラレル・モードで実行するように構成され
ている場合、コネクターは、各ノードごとにわずかに変更された SELECT ステート
メントを実行します。すべての照会で返される行の結合セットは、各ノードで未変
更のユーザー定義 SELECT ステートメントが 1 回ずつ実行された場合に戻される
行と同じ行セットになります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、Oracle Connector ステージをダブルクリック
し、「ステージ」タブをクリックします。
2. 「拡張」ページで、「実行モード」を「パラレル」に設定し、「出力」タブをク
リックします。
3. 「パーティション読み取りを有効にする」を「はい」に設定します。
4. 「読み取りモード」を「選択」に設定してから、コネクターが実行時に使用する
SELECT ステートメントを定義します。
v 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定してから、表の名前を「表名」フ
ィールドに入力します。 schema_name.table_name という構文を使用します。
schema_name は、表のオーナーです。 schema_name を指定しない場合、コネ
クターは、現在接続されているユーザーに属するスキーマを使用します。コネ
クターが SELECT ステートメントを自動的に生成して、実行します。
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パーティション化された表の特定のパーティションからデータを読み取るに
は、「表スコープ」プロパティーを「単一パーティション」に設定して、その
パーティションの名前を「パーティション名」プロパティーに指定します。こ
れによりコネクターは、生成された SELECT ステートメントに
PARTITION(partition_name) 節を自動的に追加します。パーティション化され
た複合表の特定のサブパーティションからデータを読み取るには、「表スコー
プ」プロパティーを「単一サブパーティション」に設定し、そのサブパーティ
ションの名前を「サブパーティション名」プロパティーに指定します。これに
よりコネクターは、生成された SELECT ステートメントに
SUBPARTITION(subpartition_name) 節を自動的に追加します。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメ
ントを「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。SQL ステー
トメントを入力するか、SQL ステートメントが入っているファイルの完全修
飾ファイル名を入力できます。ファイル名を入力する場合、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定する必要もありま
す。
5. 「パーティション読み取り方式」プロパティーを、使用するパーティション方式
に設定します。デフォルトのパーティション方式は「ROWID 範囲」です。
6. パーティション読み取り方式で使用する入力値を指定します。
a. 「パーティション読み取りの表名」プロパティーに、各ノードがソース表か
ら読み取るデータのサブセットを定義するために、パーティション読み取り
方式で使用する表の名前を指定します。
表名を指定しない場合、コネクターは、「実行時に SQL を生成」プロパテ
ィーの値を使用して、表名を決定します。「実行時に SQL を生成」を「は
い」に設定した場合、コネクターは、「表名」プロパティーに指定されてい
る表名を使用します。「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定した場
合、コネクターは、「SELECT ステートメント」プロパティーに指定されて
いる SELECT ステートメントを検索し、FROM 節に指定された最初の表名
を使用します。
b. 「ROWID 範囲」または「最小範囲と最大範囲」のパーティション読み取り
方式を選択する場合、「パーティション読み取りのパーティション名または
サブパーティション名」プロパティーで、そのパーティション読み取り方式
で使用するパーティションまたはサブパーティションの名前を指定します。
注: 「パーティション読み取りのパーティション名またはサブパーティショ
ン名」プロパティーに値を指定しない場合は、コネクターは、パーティショ
ン読み取り方式の入力として表全体を使用します。コネクターが単一のパー
ティションまたはサブパーティションからデータを読み取るように構成され
ている場合、一般的にはそのパーティションまたはサブパーティションの名
前を「パーティション読み取りのパーティション名またはサブパーティショ
ン名」プロパティーに指定します。これにより、コネクターは、そのパーテ
ィションまたはサブパーティションに属するデータのみを分析します。一般
的にこのプロセスの結果、データの分散はより均一になり、ノードの使用効
率が上がります。
c. 「モジュラス」または「最小範囲と最大範囲」のパーティション読み取り方
式を選択する場合、「パーティション読み取りの列名」にその方式に使用す
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るソース表の列の名前を入力します。列は表内の既存の列であり、
NUMBER(p) のデータ・タイプでなければなりません。p は、数値の精度で
あり、ゼロのスケールとする必要があります。
7. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。

Oracle データベースへのデータの書き込み
Oracle データベースに接続し、そこにデータを書き込むように Oracle Connector を
構成できます。

始める前に
v Oracle ソースからメタデータをインポートします。
v Oracle Connector ステージを含んだジョブを定義します。
v Oracle データベースへの接続を定義します。

このタスクについて
以下の図では、Oracle Connector を使用してデータを書き込む例を示しています。
この例では、ODBC コネクターがデータベースからデータを読み取り、そのデータ
を Transformer ステージに渡し、そこでデータが変換されて、Oracle Connector に
転送されます。 Oracle Connector は、データを Oracle データベースに書き込みま
す。このジョブには、オプションのリジェクト・リンクが組み込まれているので、
Oracle Connector は、リジェクト済みレコードをその保存場所のステージに転送し
ます。この例では、Sequential File ステージにリジェクト済みレコードが保存されま
す。

図 2. データの書き込み例およびリジェクト・リンクの使用例

リンクでの列定義の設定
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、コネクター・アイコンをダブルクリックしま
す。
2. 以下のいずれかの方法で、列定義をセットアップします。
v リポジトリー・ビューからジョブ・キャンバス上のリンクに表定義をドラッグ
します。次に矢印ボタンで、「使用可能な列」リストと「選択された列」リス
トの間で列を移動します。
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v 「列」ページで、「ロード」をクリックして、メタデータ・リポジトリーから
表定義を選択します。次に、表定義からリンクに適用される列を選択するため
に、「使用可能な列」リストから 「選択された列」リストに列を移動しま
す。
3. 以下のようにして、列のプロパティーを構成します。
a. 列グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 表示するプロパティーを選択し、その表示順序を指定してから、「OK」をク
リックします。
4. オプション: 列定義を変更します。 列名、データ・タイプ、およびその他の属性
を変更できます。さらに、列を追加、挿入、または削除することができます。
5. オプション: 以下のようにして、新規表定義をメタデータ・リポジトリーに保存
します。
a. 「列」ページで、「保存」をクリックしてから、「OK」をクリックし、リポ
ジトリー・ビューを表示します。
b. 既存のフォルダーにナビゲートするか、表定義が保存される新規フォルダー
を作成します。
c. フォルダーを選択して、「保存」をクリックします。

Oracle Connector のターゲットとしての構成
行を Oracle 表または書き込み可能ビューに書き込むようにコネクターを構成するに
は、ターゲット表またはビューを指定するか、SQL ステートメントまたは PL/SQL
ブロックを定義する必要があります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、Oracle Connector ステージをダブルクリック
します。
2. 編集する入力リンクを選択します。
3. Oracle Connector がデータを Oracle 表または書き込み可能ビューに書き込む方
法を指定します。 コネクターがデータを書き込むように構成するには、以下の
表に示すようにします。
表 3. Oracle 表または書き込み可能ビューへのデータの書き込み方式
方式

手順

実行時に SQL を自動的に生成する

1. 「実行時に SQL を生成」を「はい」に
設定します。
2. 「書き込みモード」を「挿入」、「新規
の行のみを挿入」、「更新」、「削
除」、「挿入してから更新」、「更新し
てから挿入」、または「削除してから挿
入」に設定します。
3. ターゲット表の名前を「表名」フィール
ドに入力します。
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表 3. Oracle 表または書き込み可能ビューへのデータの書き込み方式 (続き)
方式

手順

SQL を手動で入力する

1. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」
に設定します。
2. 「書き込みモード」を「挿入」、「新規
の行のみを挿入」、「更新」、「削
除」、「挿入してから更新」、「更新し
てから挿入」、または「削除してから挿
入」に設定します。
3. 選択した書き込みモードに対応したフィ
ールドに SQL ステートメントを入力しま
す。または、各フィールドの横にある
「ツール」をクリックして、SQL ステー
トメントの生成および検証のためのオプ
ションを表示します。

SQL ステートメントをファイルから読み取る 1. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」
に設定します。
2. SQL ステートメントが入っているファイ
ルの完全修飾名を「INSERT ステートメ
ント」、「UPDATE ステートメント」、
「DELETE ステートメント」、または
「PL/SQL ブロック」フィールドに入力
します。
3. 「ファイルから INSERT ステートメント
を読み取る」、「ファイルから UPDATE
ステートメントを読み取る」、「ファイ
ルから DELETE ステートメントを読み
取る」、または「ファイルから PL/SQL
ブロックを読み取る」を「はい」に設定
します。
PL/SQL ブロックを指定する

1. 「書き込みモード」を「PL/SQL」に設定
します。
2. PL/SQL ブロックを「PL/SQL ブロッ
ク」フィールドに入力します。
注: PL/SQL ブロックは、キーワード
DECLARE または BEGIN で始まり、キ
ーワード END で終わる必要がありま
す。また END キーワードの後にセミコ
ロンを入力する必要があります。

データのバルク・ロードを行う

1. 「書き込みモード」を「バルク・ロー
ド」に設定します。
2. 表の名前を「表名」フィールドに入力し
ます。この場合、schema_name.table_name
という構文を使用します。schema_name
は、表のオーナーです。schema_name を
指定しない場合、コネクターは、現在接
続されているユーザーに属するスキーマ
を使用します。
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4. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。

エラーを含むレコードのリジェクト
Oracle Connector にリジェクト・リンクが含まれている場合、指定された条件に一
致するレコードはリジェクト・リンクのターゲット・ステージに自動的にルーティ
ングされます。残りのレコードの処理は続行されます。

このタスクについて
リジェクト・リンクの構成に際して、レコードをリジェクトして、リジェクト済み
レコードを受け取るターゲット・ステージに送る時期を制御する 1 つ以上の条件を
選択します。レコードに問題があるときに生成される Oracle エラー・コードおよび
エラー・メッセージを含めるように選択することもできます。リジェクト・リンク
を定義しない場合、またはリジェクト・リンクは定義したが、失敗したレコード
が、指定されたリジェクト条件のいずれにも合致しない場合、コネクターはエラー
を報告し、ジョブを停止します。
ジョブを実行した後、リジェクトされたレコードを評価し、それに応じてジョブお
よびデータを調整できます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、リジェクトされたレコードを受け取るター
ゲット・ステージを追加して構成します。
2. Oracle Connector を右クリックしてドラッグし、Oracle Connector からターゲッ
ト・ ステージへのリンクを作成します。
3. リンクが Oracle Connector の最初のリンクである場合は、そのリンクを右クリ
ックして、「リジェクトに変換」を選択します。Oracle Connector に既に入力
リンクがある場合は、新規リンクは自動的にリジェクト・リンクとして表示さ
れます。
4. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
5. 「出力」ページで、リジェクトされたレコード用のターゲット・ステージへの
リンクを「出力名」リストから選択します。
6. 「リジェクト」タブをクリックします。
7. 「選択された条件に基づいて行をリジェクト」リストから、レコードのリジェ
クトに使用する条件を 1 つ以上選択します。
8. 次の表のいずれかの方法を使用して、リジェクトされた行数が多すぎるために
ジョブを停止する場合のタイミングを指定します。

第 3 章 Oracle Connector

27

方式

手順

失敗した行のパーセンテージに基づいてジョ
ブを停止する。

1. 「異常終了条件」リストから、「パーセ
ント」を選択します。
2. 「リジェクト後に異常終了 (%)」フィー
ルドに、ジョブを停止する条件となるリ
ジェクトされた行のパーセンテージを入
力します。
3. 「この後にカウントを開始 (行数)」フィ
ールドに、リジェクトされた行のパーセ
ンテージを計算するまでに処理する入力
行数を指定します。

失敗した行数に基づいてジョブを停止する。

1. 「異常終了条件」リストから、「行数」
を選択します。
2. 「リジェクト後に異常終了 (行数)」フィ
ールドに、ジョブが停止するまでに許可
されるリジェクト行の最大数を指定しま
す。

9. オプション: 「リジェクト行に追加」リストから、ERRORCODE、
ERRORMESSAGE、あるいはその両方を選択します。 レコードが失敗する
と、リジェクトされたレコードには、Oracle エラー・コードと、それに対応す
る失敗について説明したメッセージが組み込まれます。Oracle エラー・コード
とメッセージの完全なリストについては、Oracle 関係の資料を参照してくださ
い。
10. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。

データのバルク・ロードの構成
Oracle Connector を使用して Oracle データベースへのデータのバルク・ロードを行
う場合、制約およびトリガーを有効または無効にすることができます。日付キャッ
シュの構成、索引の管理、バルク・レコードをロードするためのオプションの設
定、および手動モードの有効化を行うこともできます。

始める前に
バルク・ロード書き込み方式を選択して、書き込み先の表を指定します。

このタスクについて
Oracle Connector ステージでは、データのバルク・ロードにコネクターを使用する
場合にのみ適用するプロパティーを設定できます。これらのプロパティーの値は、
ロード・パフォーマンスに影響を与え、バルク・ロード中に発生する可能性がある
問題を防ぐことができます。
例えば、バルク・ロードの実行時、表制約およびトリガーを適用すると、余分の入
出力オーバーヘッドが生じ、ロード処理の成功の妨げになる場合があります。こう
した問題を回避するには、バルク・ロードの前に、Oracle 制約およびトリガーを無
効にします。
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ロード・パフォーマンスを改善するために、Oracle 日付キャッシュを構成すること
ができます。
ステージでデータを Oracle データベースに直接ロードしない場合は、手動モードを
有効にすることができます。手動モードが有効である場合、コネクターは、Oracle
SQL*Loader ユーティリティーを使用してデータベースにデータをロードするために
使用できる、制御ファイルとデータ・ファイルを作成します。

手順
1. データのバルク・ロード前に制約を無効にし、データのバルク・ロード後に制約
を有効にするように、コネクターを構成します。
a. 「バルク・ロードの前にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
b. 「制約を無効にする」を「はい」に設定します。
c. 「バルク・ロードの後にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
d. 「制約を有効にする」を「はい」に設定します。
e. 「例外表の名前」フィールドに、例外表の名前を入力します。 例外表が存在
しない場合は、コネクターがそれを作成します。例外表が既に存在する場
合、コネクターは、その中のデータをすべて削除してから、その表を使用し
ます。
f. 「例外行の処理」を「はい」に設定します。 「例外行の処理」を「はい」に
設定すると、コネクターは、制約チェックに失敗した行をターゲット表から
削除します。コネクターにリジェクト・リンクを定義し、「SQL エラー - 制
約チェック」リジェクト条件を有効にしている場合、コネクターは、削除さ
れた行をリジェクト・リンクに送ります。「例外行の処理」を「いいえ」に
設定した場合、行で制約チェックが失敗すると、ジョブは停止します。
2. データのバルク・ロード前にトリガーを無効にし、データのバルク・ロード後に
トリガーを有効にするように、コネクターを構成します。
a. 「バルク・ロードの前にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
b. 「トリガーを無効にする」を「はい」に設定します。
c. 「バルク・ロードの後にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
d. 「トリガーを有効にする」を「はい」に設定します。
3. バルク・ロード時の表索引の処理方法を制御するには、「索引メンテナンス・オ
プション」プロパティーを設定します。
4. バルク・ロード後に索引を再作成するには、以下のようにします。
a. 「バルク・ロードの後にオペレーションを実行する」を「はい」に設定しま
す。
b. 「索引の再作成」を「はい」に設定します。
c. オプション: 索引の再作成時に、並列処理および再実行ログへのロギングを有
効または無効にするには、「PARALLEL 節」プロパティーおよび
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「LOGGING 節」プロパティーで非デフォルト値を指定します。 デフォル
トでは、パラレル節およびロギング節は、ALTER INDEX ステートメントに
組み込まれません。
d. オプション: 索引再作成ステートメントが失敗した場合にジョブを停止するに
は、「索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗」を「はい」に設定しま
す。 索引の再作成が失敗した場合、コネクターは致命的エラーをログに記録
します。
5. DATE 列または TIMESTAMP 列を含む表にデータのバルク・ロードを行う場合
は、日付キャッシュを有効にして構成します。
a. 「Oracle 日付キャッシュを使用する」を「はい」に設定します。
b. オプション: 「キャッシュ・サイズ」プロパティーに、キャッシュに保存する
エントリーの最大数を入力します。 デフォルトは、1,000 です。
c. オプション: 「キャッシュがフルになると使用不可にする」を「はい」に設定
します。 キャッシュのエントリー数が「キャッシュ・サイズ」プロパティー
に指定された数に達すると、キャッシュの次回のルックアップでミスが発生
した場合、キャッシュは使用不可になります。
6. バルク・レコードのロードを制御するオプションを設定するには、以下のように
します。
a. 「配列サイズ」を 1 から 999,999,999 の値に設定します。 デフォルトは
2,000 です。
b. 「バッファー・サイズ」を 4 から 100,240 の値に設定します。この値は、
KB 単位のバッファー・サイズを表します。 デフォルトは 1,024 です。
c. 「並行ロード・セッションを許可する」プロパティーを要件に応じて設定し
ます。
7. 手動モードを有効にするには、以下のようにします。
a. 「手動モード」を「はい」に設定します。
b. オプション: 「データ・ファイルと制御ファイルのディレクトリー」プロパテ
ィーに、制御ファイルとデータ・ファイルを保存するディレクトリーを指定
します。
c. オプション: 「制御ファイル名」プロパティーに、制御ファイルの名前を指定
します。 制御ファイル名の値を指定しない場合、コネクターは
servername_tablename.ctl というフォーマットで名前を生成します。ここで、
servername は「サーバー」プロパティーで指定された値で、tablename は「表
名」プロパティーで指定された値です。
d. 「データ・ファイル名」プロパティーに、データ・ファイルの名前を指定し
ます。 データ・ファイル名の値を指定しない場合、コネクターは
servername_tablename.dat というフォーマットで名前を生成します。
e. 「ロード・オプション」プロパティーに、コネクターが生成する制御ファイ
ルに組み込むバルク・ロード・オプションを指定します。 この値には、制御
ファイルとデータ・ファイルを処理するために Oracle SQL*Loader ユーティ
リティーを呼び出す際にこのユーティリティーに渡すパラメーターが含まれ
ます。デフォルト値は、OPTIONS(DIRECT=FALSE,PARALLEL=TRUE) で
す。
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DIRECT=FALSE パラメーターは、Oracle SQL*Loader に対し、ダイレクト・
パス・ロードでなく従来型パス・ロードを使用するよう指示します。
PARALLEL=TRUE パラメーターは、複数の並行セッションからパラレルでデ
ータをロードできることをユーティリティーに指示します。これらのオプシ
ョンとその他のロード・オプションについて詳しくは、Oracle の製品資料を
参照してください。
このプロパティーに指定する値には、必ず OPTIONS という単語と括弧を含
めてください。コネクターは、生成された制御ファイルに、このプロパティ
ー値を保存し、値の構文は検査しません。

パーティション・データの書き込み
複数のノードを使用するジョブでは、コネクターの入力リンクに到着したレコード
が、複数のノードに分散されます。その後、レコードは、すべてのノードからター
ゲット・データベースにパラレルで書き込まれます。

このタスクについて
デフォルトのパーティション・タイプは「自動」で、この場合、パーティション・
タイプがジョブのステージのさまざまな設定に基づいて選択されます。一般的に、
「自動」を使用するよりも、実際のデータに関する知識およびコネクターが実行時
に書き込むターゲット表に基づいてパーティション・タイプを選択するほうが賢明
です。特に、ターゲット表が範囲パーティション化またはリスト・パーティション
化されている場合は、「Oracle Connector」を選択してください。Oracle Connector
のパーティション・タイプを選択すると、コネクターが入力レコードをパーティシ
ョン化し、各ノードがそのノードに関連付けられたパーティションに行を書き込む
ようになります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、Oracle Connector ステージをダブルクリック
します。
2. 「入力」ページで、入力リンクを選択します。
3. 「パーティション」ページで、パーティション・タイプを選択します。

Oracle データベースでのデータのルックアップ
Oracle データベース上でノーマル・ルックアップまたはスパース・ルックアップの
いずれかを実行するように、コネクターを構成できます。

始める前に
v Oracle ソースからメタデータをインポートします。
v Oracle Connector ステージを含んだジョブを定義します。
v Oracle データベースへの接続を定義します。

このタスクについて
以下の図では、Lookup ステージは、Lookup ステージにより提供される入力パラメ
ーター値に基づいて Oracle データベースからデータを抽出します。参照リンクでは
Oracle Connector から Lookup ステージへと移動するように見えますが、このリン
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クでは Oracle Connector との間のデータ転送は両方向で行われます。入力パラメー
ターが Lookup ステージ上の入力リンクから参照リンクに転送され、Oracle
Connector が提供する出力値が Oracle Connector から Lookup ステージに転送され
ます。出力値は、Lookup ステージ用に定義されている列マッピングに従って、
Lookup ステージの出力リンク上の列に経路指定されます。

図 3. Lookup ステージでの Oracle Connector の使用例

リンクでの列定義の設定
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、コネクター・アイコンをダブルクリックしま
す。
2. 以下のいずれかの方法で、列定義をセットアップします。
v リポジトリー・ビューからジョブ・キャンバス上のリンクに表定義をドラッグ
します。次に矢印ボタンで、「使用可能な列」リストと「選択された列」リス
トの間で列を移動します。
v 「列」ページで、「ロード」をクリックして、メタデータ・リポジトリーから
表定義を選択します。次に、表定義からリンクに適用される列を選択するため
に、「使用可能な列」リストから 「選択された列」リストに列を移動しま
す。
3. 以下のようにして、列のプロパティーを構成します。
a. 列グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 表示するプロパティーを選択し、その表示順序を指定してから、「OK」をク
リックします。
4. オプション: 列定義を変更します。 列名、データ・タイプ、およびその他の属性
を変更できます。さらに、列を追加、挿入、または削除することができます。
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5. オプション: 以下のようにして、新規表定義をメタデータ・リポジトリーに保存
します。
a. 「列」ページで、「保存」をクリックしてから、「OK」をクリックし、リポ
ジトリー・ビューを表示します。
b. 既存のフォルダーにナビゲートするか、表定義が保存される新規フォルダー
を作成します。
c. フォルダーを選択して、「保存」をクリックします。

データ・ルックアップのソースとしての Oracle Connector の構成
Oracle 表またはビュー内の行をルックアップするようにコネクターを構成するに
は、ソース表またはビューを指定するか、完全な SELECT ステートメントまたは
PL/SQL ブロックを定義する必要があります。

このタスクについて
ノーマル・ルックアップ・オペレーションで PL/SQL ブロックを定義している場
合、ジョブを実行すると、コネクターは、指定された PL/SQL ブロックを 1 回だ
け実行して、Lookup ステージに単一レコードを返します。Lookup ステージへの入
力リンクの各レコードについては、 Lookup ステージが、コネクターから返される
単一レコードに対してルックアップ・オペレーションを実行します。
スパース・ルックアップ・オペレーションで PL/SQL ブロックを定義している場
合、コネクターは、Lookup ステージへの入力リンクのレコードごとに、指定された
PL/SQL ブロックを 1 回実行します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、Oracle Connector ステージをダブルクリック
します。
2. 編集する出力リンクを選択します。 出力リンクを編集する場合、Oracle
Connector ステージをソースとしてセットアップします。
3. 「読み取りモード」を「選択」または「PL/SQL」に設定します。
4. 「読み取りモード」を「選択」に設定した場合、以下のいずれかの方式でデータ
のソースを指定します。
v 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定してから、表またはビューの名前
を「表名」プロパティーに入力します。この場合、schema_name.table_name と
いう構文を使用します。schema_name は、表のオーナーです。schema_name
を指定しない場合、コネクターは、現在接続されているユーザーに属するスキ
ーマを使用します。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメ
ントを「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
v

「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SQL ステートメン
トが入っているファイルの完全修飾ファイル名を「SELECT ステートメン
ト」プロパティーに入力します。ファイル名を入力する場合、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定する必要もありま
す。

v 「SELECT ステートメント」プロパティーをクリックしてから、そのプロパ
ティーの横の「ビルド」をクリックし、SQL ビルダーを開始します。SQL ス
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テートメントを構成するには、リポジトリーに保存されている表および列定義
をドラッグし、SQL ステートメントで節を構成するためのオプションを選択
します。
5. 「読み取りモード」を「PL/SQL」に設定した場合、以下のいずれかの方式でデ
ータのソースを指定します。
v PL/SQL ブロックを手動で「PL/SQL ブロック」プロパティーに入力します。
v PL/SQL ブロックが入っているファイルの完全修飾ファイル名を「PL/SQL ブ
ロック」プロパティーに入力します。ファイル名を入力する場合、同時に「フ
ァイルから PL/SQL ブロックを読み取る」 を「はい」に設定します。
指定する PL/SQL ブロックは、キーワード DECLARE または BEGIN で始ま
り、キーワード END で終わっている必要があります。また END キーワードの
後にセミコロンを入力する必要があります。
6. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。

ノーマル・ルックアップ・オペレーションの構成
Oracle データベース上でノーマル・ルックアップを実行するように、Oracle
Connector を構成します。

始める前に
v Oracle Connector が Oracle データベースから読み取るデータ・レコードのフォー
マットを指定するには、リンクに対する列定義をセットアップします。
v Oracle Connector を参照データのソースとして構成します。

このタスクについて
ノーマル・ルックアップでは、コネクターは、指定された SELECT ステートメント
または PL/SQL ブロックを 1 回だけ実行します。したがって、SELECT ステート
メントまたは PL/SQL ブロックに入力パラメーターを含めることはできません。
Lookup ステージは、取得された結果セット・データを検索して、Lookup ステージ
への入力リンクにレコードの形式で到着したパラメーター・セットの中に一致する
ものがないか探します。ノーマル・ルックアップは、メモリー内でキャッシュされ
たデータについてルックアップが実行されるので、メモリー内ルックアップとも呼
ばれます。
通常は、ターゲット表が十分に小さく、表内のすべての行がメモリーに収まる場合
は、ノーマル・ルックアップを使用します。

手順
1. Lookup ステージをジョブ・デザイン・キャンバスに追加し、次に、Oracle
Connector ステージから Lookup ステージへの参照リンクを作成します。
2. Oracle Connector ステージをダブルクリックします。
3. 「ルックアップ・タイプ」リストから「ノーマル」を選択します。
4. 変更を保存するには、「OK」をクリックします。
5. Lookup ステージをダブルクリックします。
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6. キー列を指定するには、必要な列を入力リンクから参照リンクにドラッグしま
す。 入力リンクの列には、ルックアップ・オペレーションの入力値として使用
する値が含まれています。
7. 入力リンク列と参照リンク列を出力リンク列にマップし、ルックアップ失敗時の
条件を指定します。
a. 入力リンクと参照リンクから出力リンクに列をドラッグまたはコピーしま
す。
b. ルックアップ失敗時の条件を定義するには、メニューの「制約」アイコンを
クリックします。
c. 「ルックアップ失敗時」列で、値を選択してから「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、リジェクトされたレコードを取り込むた
めに、Lookup ステージからのリジェクト・リンクとターゲット・ステージが
ジョブ構成に必要です。
d. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。

スパース・ルックアップ・オペレーションの構成
Oracle データベース上でスパース・ルックアップを実行するように、Oracle
Connector を構成します。

始める前に
v Oracle Connector が Oracle データベースから読み取るデータ・レコードのフォー
マットを指定するには、リンクに対する列定義をセットアップします。
v Oracle Connector を参照データのソースとして構成します。

このタスクについて
スパース・ルックアップでは、コネクターは、Lookup ステージへの入力リンクにレ
コードの形式で到着した各パラメーター・セットに対して、指定された SELECT ス
テートメントまたは PL/SQL ブロックを 1 回だけ実行します。このステートメン
ト内に指定された入力パラメーターには、参照リンク上で定義されている対応する
列が必要です。各入力レコードには、キー列によって表される 1 セットのパラメー
ター値が含まれています。Oracle Connector は、SELECT ステートメントまたは
PL/SQL ブロック内のバインド変数にパラメーター値を設定します。その後 Oracle
Connector がこのステートメントまたはブロックを実行します。ルックアップの結果
は、1 つ以上のレコードとして、参照リンクを経由して Oracle Connector から
Lookup ステージに戻され、さらに Lookup ステージから Lookup ステージの出力
リンクに戻されます。スパース・ルックアップは、ルックアップがデータベースに
対して直接実行されるので、直接ルックアップとも呼ばれます。
通常、ターゲット表が大きすぎてメモリーに収まらない場合に、スパース・ルック
アップを使用します。リアルタイム・ジョブでスパース・ルックアップ方式を使用
することもできます。
パラレル・ジョブでのみ、スパース・ルックアップ方式を使用することができま
す。
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手順
1. Lookup ステージをジョブ・デザイン・キャンバスに追加し、次に、Oracle
Connector ステージから Lookup ステージへの参照リンクを作成します。
2. Oracle Connector ステージをダブルクリックします。
3. 「ルックアップ・タイプ」リストから「スパース」を選択します。
4. キー列を指定します。
a. コネクターをソースとして構成したときに「SQL を生成」を「はい」に設定
した場合は、表名を指定してから、「列」ページでキー列を指定します。
b. コネクターをソースとして構成したときに「SQL を生成」を「いいえ」に設
定した場合は、「SELECT ステートメント」プロパティーの値を指定しま
す。 SELECT ステートメントの選択部分には、Lookup ステージに返される
列がリストされています。このリストと「列」ページの列が一致しているこ
とを確認してください。
5. 「プロパティー」ページで、表名を指定して、ルックアップ用の WHERE 節を
指定します。 WHERE 節に続くキー列にはワード「ORCHESTRATE」と列名の
先頭にピリオドが必要です。ORCHESTRATE は、すべて大文字かすべて小文字に
なります (ORCHESTRATE.Field001 など)。次の SELECT ステートメントは、
WHERE 節の正しい構文の例です。select Field002,Field003 from MY_TABLE
where Field001 = ORCHESTRATE.Field001。ワード ORCHESTRATE の後に続く列
名は、「列」ページの列名と一致していなければなりません。
6. 変更を保存するには、「OK」をクリックします。
7. Lookup ステージをダブルクリックします。
8. 入力リンク列と参照リンク列を出力リンク列にマップし、ルックアップ失敗時の
条件を指定します。
a. 入力リンクと参照リンクから出力リンクに列をドラッグまたはコピーしま
す。
b. ルックアップ失敗時の条件を定義するには、メニューの「制約」アイコンを
クリックします。
c. 「ルックアップ失敗時」列で、値を選択してから「OK」をクリックします。
「リジェクト」を選択する場合は、リジェクトされたレコードを取り込むた
めに、Lookup ステージからのリジェクト・リンクとターゲット・ステージが
ジョブ構成に必要です。
d. 「OK」をクリックします。
9. ジョブを保存し、コンパイルして実行します。

デザイン時にコネクターで SQL ステートメントを生成
SQL ステートメントのプロパティーでデザイン時に SQL ステートメントを生成す
るようにコネクターを構成できます。

始める前に
ソースまたはターゲットとしてコネクターを含むジョブを作成します。
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このタスクについて
SQL ステートメント・テキストの生成は、ビルド・リストに「SQL ステートメント
の生成」オプションがあるステートメント・プロパティーについてのみ可能です。
注: 状況によっては、コネクターが、SQL ステートメントを生成するために接続を
必要とする場合があります。ユーザー名とパスワードが指定されていないときに接
続が必要な場合、ASB エージェント・サービスを実行しているユーザーを使用し
て、接続が行われます。

手順
1. ジョブ・キャンバス上のコネクター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. ナビゲーターで、作成するジョブのタイプに応じて、出力リンクまたは入力リン
クをクリックします。
3. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定します。
4. 「表名」プロパティーに、SQL ステートメントの表の名前を入力します。
5. ターゲット・コンテキスト (入力リンク) のジョブの場合、「書き込みモード」
プロパティーで生成するステートメントのタイプを選択します。
6. 「列」ページで、SQL ステートメントで使用する列を定義します。
7. 「プロパティー」タブをクリックします。
8. ステートメント・プロパティーに関連付けられた「ビルド」ボタンをクリック
し、リストから「SQL ステートメントの生成」を選択します。
注: 「SQL ステートメントの生成」オプションは、そのコネクターがデザイン時
に生成をサポートしているステートメントについてのみ使用可能になります。コ
ネクターが、ジョブ実行中の実行時の SQL 生成のみをサポートする場合もあり
ます。
9. 「OK」をクリックして、ジョブを保存します。

デザイン時にコネクターで SQL ステートメントを検証
SQL ステートメントを生成または作成した後、ジョブ・デザインの間にステートメ
ントを検証することができます。

このタスクについて
SQL ステートメント・テキストの検証は、ビルド・リストに「SQL の検証」オプシ
ョンがあるステートメント・プロパティーについてのみ可能です。
注: 状況によっては、コネクターが、SQL ステートメントを検証するために接続を
必要とする場合があります。ユーザー名とパスワードが指定されていないときに接
続が必要な場合、ASB エージェント・サービスを実行しているユーザーを使用し
て、接続が行われます。

手順
1. ジョブを保存します。
2. ステートメント・プロパティーに関連付けられた「ビルド」ボタンをクリック
し、 「SQL の検証」を選択します。 「SQL の検証」オプションは、ステートメ
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ント・プロパティーに値が含まれる場合にのみ有効で、ターゲット RDBMS が
検証をサポートするステートメントについてのみこのオプションが使用可能にな
ります。

タスクの結果
コネクターは、サポートする RDBMS でステートメントを準備することによって、
SQL ステートメントを検証します。 SQL にエラーが含まれる場合、エラー・メッ
セージが表示されます。

Oracle Connector のトラブルシューティング
トラブルシューティングおよびサポート情報を使用して、Oracle Connector の問題
を切り分けて解決することができます。

Oracle 環境ロギング
Oracle Connector は、現行 Oracle 環境設定に関する情報を含むデバッグ・メッセー
ジをログに記録することができます。これらのメッセージは、問題の診断に役立ち
ます。
デフォルトでは、デバッグ・メッセージはログ・ファイルに表示されません。ロ
グ・ファイルにデバッグ・メッセージを表示するには、CC_MSG_LEVEL 環境変数を 2
に設定します。
Oracle Connector は、以下の環境情報をログに記録します。
Oracle クライアントと Oracle サーバーのバージョン
Oracle Connector は、A.B.C.D.E という構文で現行バージョンをログに記録
します。A はメジャー・バージョンで、B はマイナー・バージョンで、C
は更新番号で、D はパッチ番号で、E はポート更新番号です。Oracle クラ
イアントのバージョンは、コンダクター・ノードおよびすべての処理ノード
からログに記録されます。Oracle サーバーのバージョンは、コンダクター・
ノードからのみログに記録されます。
NLS セッション・パラメーター
コネクターは、各 NLS セッション・パラメーターの名前と値を含むメッセ
ージをログに記録します。値は、コンダクター・ノードおよびすべての処理
ノードからログに記録されます。
NLS データベース・パラメーター
Oracle Connector は、各 NLS データベース・パラメーターの名前と値を含
むメッセージをログに記録します。値は、コンダクター・ノードからのみロ
グに記録されます。
NLS_LANG
Oracle Connector は、Oracle クライアント・ライブラリーによって表示され
るように NLS_LANG 環境変数の値を含むメッセージをログに記録します。こ
の値は、Microsoft Windows レジストリーで指定または構成する NLS_LANG
環境変数の値と一致しない場合があります。値に正しくない部分や欠落部分
がある場合、必要に応じて、Oracle が現在のクライアント環境のデフォルト
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値でその部分を置き換えたり、デフォルト値を追加したりするためです。コ
ネクターは、コンダクター・ノードおよびすべての処理ノードから
NLS_LANG 値をログに記録します。

デバッグ・メッセージおよびトレース・メッセージ
デバッグおよびトレース・メッセージは、問題のトラブルシューティングに使用で
きる詳細情報を提供します。

デバッグ・メッセージ
Oracle Connector の汎用デバッグ・メッセージは 1 つだけで、最大 4 つの引数を
とります。IIS-CONN-ORA-005001 には、メッセージ・テキスト CCORA DEBUG
があります。{0}{1}{2}{3}{4}。デバッグ・メッセージの内容は、ジョブのトラブル
シューティングに役立ちます。

トレース・メッセージ
Oracle Connector には 2 つのトレース・メッセージがあります。 1 つは、方式が
入力されたことを示し、もう 1 つは、方式が終了したことを示します。両方のメッ
セージとも、方式を定義するクラスの名前、および適用できる場合は方式の名前を
示します。
表 4. トレース・メッセージ番号および対応するメッセージ・テキスト
メッセージ番号

メッセージ・テキスト

IIS-CONN-ORA-006001

->{0}::{1}

IIS-CONN-ORA-006002

<-{0}::{1}

リジェクト・リンクに制約違反のリジェクト条件があると Oracle
Connector は順次モードで実行される
Oracle Connector ステージがデータのバルク・ロードを行うように構成されてい
て、「SQL エラー - 制約違反」 リジェクト条件が選択されたリジェクト・リンク
がある場合、コネクターは順次モードで実行されます。

症状
Oracle Connector ステージが含まれたジョブを実行すると、以下のメッセージが表
示されます。
[IIS-CONN-ORA-003004] コネクターがデータをパラレルでロードするように構成さ
れていますが、制約チェックのためのリジェクト条件がリジェクト・リンクに選択
されていました。この組み合わせはサポートされません。コネクターは、順次モー
ドで実行されます。

原因
以下の条件に該当する場合は、Oracle Connector を順次モードで実行する必要があ
ります。
v コネクターがデータをバルク・ロード・モードで書き込むように構成されている
v ステージに対してリジェクト・リンクが定義されている
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v リジェクト・リンクに対して「SQL エラー - 制約違反」リジェクト条件が指定
されている
制約に違反する行をリジェクトし、ロード前に制約を無効にし、ロード後にそれを
有効にするように、ステージが構成されているとします。その場合、以下のような
ことが起きます。
1. コネクターがロード前に制約を無効にし、次にデータをロードします。
2. 制約に違反した行の ROWID 値が、Oracle データベース上の例外表に保管され
ます。
3. コネクターが、制約に失敗した行をリジェクト・リンクに送信します。
4. コネクターが、ターゲット表から制約に失敗した行を削除し、制約を有効化しま
す。
制約に違反した行はすべてリジェクトされます。例えば、同じ主キー値を持つ 2 つ
の行がロードされるとします。この条件は、主キーの制約に違反するため、両方の
行がリジェクトされます。
このシナリオでは、Oracle Connector は、Oracle Connector を含むパラレル・ジョブ
での処理方法のために、順次モードで実行しなければなりません。パラレル・ジョ
ブでは、ステージごとに、1 つのコンダクター・プロセス と 1 つ以上のプレイヤ
ー・プロセスを使用します。Oracle Connector がプレイヤー・プロセスを使用する
場合、プロセスは互いに独立していて、他のプレイヤー・プロセスの開始または終
了の時期を検出できません。コンダクター・プロセスのみがプレイヤー・プロセス
の完了の時期を検出でき、すべてのプレイヤー・プロセスが完了するまでは行をリ
ジェクトすることはできません。ステージのリジェクト・リンクにアクセスできる
のはプレイヤー・プロセスのみです。その結果、コネクターは、順次モードで実行
する必要があり、データのロードには 1 つのプレイヤー・プロセスのみを使用する
必要があります。

問題の解決
以下のいずれかのタスクを実行してください。
v ターゲット表に対して制約が定義されていない場合は、リジェクト・リンクの
「SQL エラー - 制約違反」リジェクト条件をクリアします。そうすれば、パラ
レル・モードでジョブを実行できます。
v バルク・ロード書き込みモードの代わりに挿入書き込みモードを使用します。コ
ネクターで挿入書き込みモードを使用すると、プレイヤー・プロセスが表にデー
タを挿入する間、制約が有効なままになります。制約違反はすぐにプレイヤー・
プロセスに報告され、プレイヤー・プロセスは制約に違反した行をリジェクト・
リンクに送信することができます。
v ターゲット表へのデータのバルク・ロードが済んだ後で制約を強制します。制約
に違反した行を自動的にリジェクトするようにステージを構成するのではなく、
以下のステップを実行してください。
1. 表の制約を無効にします。
2. 表へのデータのバルク・ロードを行うために、ジョブを実行します。
3. 例外表を処理して手動で制約を有効にするか、ステージの「AFTER SQL」プ
ロパティーで PL/SQL ブロックを指定します。
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v ステージの「詳細」ページで、「実行モード」プロパティーを「順次」に設定し
ます。ステージは順次モードで実行されます。「SQL エラー - 制約違反」リジ
ェクト条件がリジェクト・リンクで選択されている場合、メッセージ
IIS-CONN-ORA-003004 はログに記録されません。

参照資料
Oracle Connector を正常に使用するには、データ・タイプ・マッピング、ステー
ジ・プロパティー、サポートされる読み取り方式と書き込み方式に関する情報な
ど、詳しい情報が必要になることがあります。

InfoSphere DataStage 列と SQL ステートメント・パラメーター
の間の実行時マッピング
コネクターが Oracle データベースとデータを交換する場合、コネクターでは、各列
のデータがリンク上の該当する列に指定されたデータ・タイプ定義に従っているこ
とを前提としています。
データ・タイプ定義には、SQL タイプ、データ長、スケール、NULL 可能、および
拡張属性があります。データ・タイプ変換が必要な場合、コネクターがその変換を
受け入れるかリジェクトするかは、Oracle データベースに依存します。データ・タ
イプの非互換性、データ切り捨て、または他の何らかの問題によって変換がリジェ
クトされると、Oracle データベースはエラーを報告し、コネクターはその構成方法
に基づいて作動します。
例えば、コネクターがデータベースにレコードを挿入したとき、データベースが、
レコード内のフィールドのデータ・タイプ変換エラーを報告したとします。コネク
ターの構成方法によっては、コネクターは、データ・タイプ変換が失敗するレコー
ドをリジェクトするか、またはエラーをログに記録してジョブを停止する可能性が
あります。
「読み取りモード」プロパティーが「選択」または「PL/SQL」に設定され、コネク
ターが Oracle データを読み取るように構成されており、出力リンクにデータを提供
する場合、コネクターは、結果セットの列の名前を出力リンク列とマッチングしよ
うとします。リンクと Oracle データベースにおける列の順序は関係ありません。
「読み取りモード」プロパティーが「PL/SQL」に設定され、「ルックアップ・タイ
プ」が「スパース」に設定されている場合、コネクターは、参照リンク列を
PL/SQL ブロック内のパラメーターと名前でマッチングします。コネクターは、キ
ー列としてマークされた列を PL/SQL 入出力パラメーターに、残りの列を PL/SQL
出力パラメーターにマップします。コネクターは、名前をマッチングできない場
合、列の順序を使用してリンク列とパラメーターを関連付けます。つまり、コネク
ターは、リンクの最初の列を最初のパラメーターに関連付け、2 番目の列を 2 番目
のパラメーターに関連付けます。以下同様です。
「書き込みモード」プロパティーが「挿入」、「更新」、「削除」、または
「PL/SQL」に設定されていると、コネクターは、入力リンクの列を SQL または
PL/SQL ステートメントに指定されている入力パラメーターにマップします。
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ステートメントにパラメーターを指定するには、InfoSphere DataStage 構文と Oracle
構文という 2 つのフォーマットを使用できます。以下のリストでは、パラメーター
の指定に使用されたフォーマットに基づいてコネクターがどのように列をマップす
るのかを説明します。
InfoSphere DataStage 構文
InfoSphere DataStage 構文は ORCHESTRATE.parameter_name です。
InfoSphere DataStage 構文でパラメーターを指定すると、コネクターは名前
マッチングを使用します。したがって、ステートメント内のすべてのパラメ
ーターはリンクの列と一致し、パラメーターと列が同じ名前を持つ必要があ
ります。コネクターがパラメーターに一致する列を見つけることができない
場合、エラー・メッセージがログに記録され、オペレーションは停止しま
す。
Oracle 構文
Oracle 構文は name です。name はパラメーター名またはパラメーター番号
です。Oracle 構文でパラメーターを指定すると、コネクターはまず名前マッ
チングを試みます。名前の一部またはすべてが一致しないため、名前マッチ
ングが失敗すると、コネクターは、名前値が整数値であるかどうかをチェッ
クします。名前値がすべて整数値である場合、コネクターはこれらの整数値
をリンク上の列に対する 1 から始まる序数として使用します。名前値のす
べてが整数であるが、整数値の一部またはすべてが無効である (つまり 1
より小さいか、リンクの合計列数より大きい) 場合、エラー・メッセージが
ログに記録され、オペレーションは停止します。名前値の一部またはすべて
が整数でない場合、コネクターは列の順序に基づいて列をマップします。
マッピングが完了すると、コネクターは、マップされていない出力リンクの列をす
べて削除します。ジョブが後でマップされていない列の 1 つを参照すると、実行時
エラーが発生します。例えば、ステージに対してステートメント SELECT COL1,
COL2 FROM TABLE1 が指定されていて、出力リンクで列 COL1、COL2、および
COL3 が定義されている場合、コネクターは以下のタスクを実行します。
1. ステートメントの列 COL1 をリンクの列 COL1 にバインドします。
2. ステートメントの列 COL2 をリンクの列 COL2 にバインドします。
3. 列 COL3 はマップされていないので、実行時にリンクから削除します。

データ・タイプ・マッピングと Oracle データ・タイプ
Oracle Connector は、表定義をインポートする際に、Oracle データ・タイプを IBM
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。「CREATE TABLE ステート
メント」プロパティーに指定されている SQL ステートメントを発行して Oracle
Connector が表を作成すると、InfoSphere DataStage データ・タイプが Oracle デー
タ・タイプに変換されます。

Oracle 日付/時間データ・タイプ
Oracle Connector は、Oracle 日付/時間データ・タイプの
DATE、TIMESTAMP、TIMESTAMP WITH TIME ZONE、および TIMESTAMP
WITH LOCAL TIME ZONE を使用する列に対して読み書きを行うことができま
す。
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コネクターが Oracle 日付/時間データ・タイプをどのように扱うかは、デザイン時
スキーマで日付/時間列が指定されているのか、テキスト列が指定されているのかに
応じて異なります。ジョブでは、DATE、TIME、および TIMESTAMP のデータ・
タイプの列が日付/時間列です。一方、
CHAR、VARCHAR、LONGVARCHAR、NCHAR、NVARCHAR、および
LONGNVARCHAR の列はテキスト列です。
リンクの表定義がテキスト・データ・タイプの列を指定している場合、コネクター
が書き込むテキスト値は、Oracle NLS セッション・パラメーターに指定されている
フォーマットと一致する必要があります。Oracle では、以下のセッション・パラメ
ーターで日付およびタイム・スタンプのフォーマットが制御されます。
v NLS_CALENDAR
v NLS_DATE_FORMAT
v NLS_DATE_LANGUAGE
v NLS_TIME_FORMAT
v NLS_TIME_TZ_FORMAT
v NLS_TIMESTAMP_FORMAT
v NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT
セッション・パラメーターは、次のいずれかの方法で指定できます。
v 「BEFORE SQL ステートメント (ノード)」プロパティーに ALTER SESSION
SET parameter = value ステートメントを組み込んで、現行セッションを変更す
る。この方法を使用することをお勧めします。
v セッション・パラメーターと同じ名前の環境変数を設定する。この方式を使用す
る場合、NLS_LANG 環境変数も定義する必要があります。
Oracle Connector が datetime 値をテキストとして Oracle クライアントに送る場
合、Oracle クライアントは、値が NLS セッション・パラメーターで指定されたフ
ォーマットと一致することを前提としています。フォーマットが一致しない場合、
Oracle クライアントはその値についてエラーを返し、コネクターはメッセージをロ
グに記録します。例えば、NLS_DATE_FORMAT セッション・パラメーターが
MM/DD/YYYY に設定されている場合、コネクターが DATE データ・タイプの列
に書き込むテキスト値は、このフォーマットに従っている必要があります。この場
合、値 12/03/2008 は受け入れられますが、値 03-DEC-2008 は受け入れられませ
ん。
デザイン時スキーマで datetime データ・タイプの列を指定している場合、Oracle
Connector は、Oracle NLS 設定を無視して、値を Oracle の datetime データ・タイ
プに変換します。
Oracle NLS セッション・パラメーター、NLS データベース・パラメーター、およ
び NLS_LANG 環境変数の現在の設定に関する情報を含むデバッグ・メッセージをロ
グに記録するように Oracle Connector を構成できます。デフォルトでは、デバッ
グ・メッセージはログ・ファイルに表示されません。ログ・ファイルにデバッグ・
メッセージを表示するには、CC_MSG_LEVEL 環境変数を 2 に設定します。
出力リンクの表定義がテキスト・データ・タイプの列を指定している場合、出力リ
ンクに対してコネクターが提供する値は、Oracle NLS セッション・パラメーターに
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指定されているフォーマットと自動的にマッチングされます。このマッチングが行
われるのは、Oracle が datetime 値を指定されたフォーマットのテキスト値に自動的
に変換するためです。出力リンクの表定義が datetime データ・タイプの列を指定し
ている場合、Oracle Connector は、2 つの datetime データ・タイプ間の変換を行
い、Oracle NLS 設定は無視します。

Oracle LOB および XMLType データ・タイプ
Oracle Connector は、XMLType データ・タイプと、Oracle LOB データ・タイプで
ある BFILE、BLOB、CLOB、NCLOB、 LONG RAW 、RAW の読み書きをサポー
トします。
LOB 列を含むデータベース表からデータを読み取るように Oracle Connector を構
成するときには、出力リンクで LOB フィールド値を作成する方法を指定します。
選択はインラインまたは参照により行われます。
LOB フィールド値にインライン形式を使用すると、コネクターは実際の値を作成し
ます。実際の値はリンク上で転送されるため、LOB 値が比較的小さい時 (一般に数
百 KB 以下の場合) にインライン形式を使用してください。インライン形式を使用
するようにコネクターを構成するには、「LOB 参照を可能にする」を「いいえ」に
設定します。
参照形式は、比較的大きな LOB 値 (一般に 1 MB を超える値) をソース・ステー
ジからターゲット・ステージに転送する場合に使用してください。ただし、参照形
式を使用すると、中間ステージでは実際の値を処理できません。例えば、ジョブに
Transformer ステージを追加すると、その Transformer ステージは、実際の LOB 値
に対してオペレーションを実行することはできません。ジョブを通じて転送された
のは、参照ストリングにすぎず、実際の値ではないからです。
参照形式を使用するように Oracle Connector を構成するには、「LOB 参照を可能
にする」を「はい」に設定します。その後、「LOB 参照の列」プロパティーで、参
照による受け渡し列を選択します。LongVarChar、LongNVarChar、および
LongVarBinary データ・タイプのリンク列しか、選択できません。
ダウンストリーム LOB-aware ステージがその入力リンクで参照ストリングを受け取
ると、そのステージでは、Oracle Connector にその参照ストリングが表わす実際の
値を検索させます。次にそのステージが、その実際の値を処理します。コネクター
は、こうした参照ストリングをフィールドの値として出力します。ダウンストリー
ム LOB-aware ステージが値を必要とすると、コネクターは、参照ストリングの情報
を使用して実際の値を取得し、そのダウンストリーム・ステージに渡します。その
ステージで値がターゲット表にロードされます。LOB-aware ステージには、DB2 コ
ネクター、WebSphere MQ コネクター、ODBC コネクター、Teradata コネクター、
および Oracle Connector が含まれます。 LOB-aware でないターゲット・ステージ
を指定すると、ターゲット・ステージは参照ストリングを特殊なロケーター値とし
て認識できず、参照ストリングを通常のデータとして扱います。
LOB データを読み書きするようにコネクターを構成する場合は、以下の潜在的な問
題を考慮してください。
v コネクターは、BFILE、BLOB、CLOB、NCLOB、および XMLType 列を転送す
るのに、インライン形式と参照形式の両方をサポートします。
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v LONG および LONG RAW 列を転送する場合、コネクターはインライン形式し
かサポートしません。リンクの列の長さ属性は、実行時に実際のデータに予想さ
れる最大長に設定する必要があります。
v Oracle Connector が、「ランタイム列伝搬」設定が有効になっているリンクに実
行時に動的に列を追加し、かつリンク列がデータベース内の LONG 表列または
LONG RAW 表列に対応している場合、コネクターは、リンク列の長さを以下の
条件を両方とも満たす最大値に設定します。
– 値が 999999 を超えない。
– この値にステージの「配列サイズ」プロパティーで指定された値を掛けても、
結果が 10485760 (10 MB のバイト数) を超えない。
v BFILE 列からデータを読み取るように Oracle Connector を構成するときには、実
際のファイル内容を転送することも、ファイル位置に対する参照のみを転送する
こともできます。BFILE のファイル内容を転送する場合は、「BFILE 内容を転
送する」プロパティーを「はい」に設定します。デフォルトでは、「BFILE 内容
を転送する」が「いいえ」に設定されているので、コネクターは、ファイル位置
に対する参照のみを転送します。
v XMLType データを読み取るようにコネクターを構成し、かつ SELECT ステート
メントを手動で作成する場合、別名を使用して表を参照する必要があります。ま
た XMLType 列では、Oracle の GETCLOBVAL() メンバー関数または
GETBLOBVAL() メンバー関数を使用して、実際の XML 内容を BLOB または
CLOB として取得する必要があります。出力リンクの列が LongVarChar または
LongNVarChar として定義され、インラインで渡される場合、Oracle
GETCLOBVAL()メンバー関数を使用します。その列が LongVarBinary として定義
され、インラインで渡される場合、GETBLOBVAL()メンバー関数を使用します。
XMLType 列を LOB 参照として渡す場合は、GETCLOBVAL() および
GETBLOBVAL() メンバー関数を使用しないでください。XMLType オブジェクト
表またはオブジェクト・ビューから読み取る場合は、列名に OBJECT_VALUE と
いう仮名を使用します。
v XMLType データを書き込むようにコネクターを構成すると、入力リンク上の列
が Binary、VarBinary、または LongVarBinary として定義されている場合、XML
コンテンツを作成するために SQL ステートメントに Oracle
SYS.XMLTYPE.CREATEXML() メンバー関数を使用する必要があります。

例: XMLType 列への書き込み
以下のステートメントは表定義です。
CREATE TABLE TABLE1 (COL1 NUMBER(10), COL2 XMLTYPE) XMLTYPE COL2 STORE
AS BINARY XML;

binary XML 値を XMLType 列に書き込むには、次の INSERT ステートメントをコ
ネクターの「INSERT ステートメント」プロパティーに入力します。
INSERT INTO TABLE1 (COL1, COL2) VALUES (ORCHESTRATE.COL1,
SYS.XMLTYPE.CREATEXML(ORCHESTRATE.COL2, 1, NULL, 1, 1));

この例では、SYS.XMLTYPE.CREATEXML 関数の 2 番目のパラメーターは、
Oracle での US7ASCII 文字セットの文字セット ID を指定します。3 番目のパラメ
ーターはオプションのスキーマ URL で、入力が必ず指定のスキーマに準拠するよ
うにします。4 番目のパラメーターは、指定の XML スキーマに従ってインスタン
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スが有効であることを示すフラグです。5 番目のパラメーターは、入力が正しい形
式であることを示すフラグです。

例: 標準表またはビューからの XMLType データの読み取り
以下のステートメントは表定義です。
CREATE TABLE TABLE1 (COL1 NUMBER(10), COL2 XMLTYPE)
XMLTYPE COL2 STORE AS CLOB;

XML 値を CLOB 値として取得するには、次の SELECT ステートメントをコネク
ターの「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
SELECT COL1, T.COL2.GETCLOBVAL() FROM TABLE1 T;

XML 値を、文字エンコード AL32UTF8 を使用する BLOB 値として取得するに
は、次の SELECT ステートメントをコネクターの「SELECT ステートメント」プ
ロパティーに入力します。
SELECT COL1, T.COL2.GETBLOBVAL(893) FROM TABLE1 T;

数値 893 は、Oracle における AL32UTF8 文字セットの文字セット ID です。
Oracle は、そのサポートする各文字エンコードの文字セット ID を定義します。サ
ポートされる文字エンコードおよび ID については、Oracle 関係の資料を参照して
ください。

例: オブジェクト表からの XMLType データの読み取り
以下のステートメントは表定義です。
CREATE TABLE TABLE1 OF XMLTYPE XMLTYPE
STORE AS BINARY XML;

XML 値を CLOB 値として取得するには、次の SELECT ステートメントをコネク
ターの「SELECT ステートメント」プロパティーに入力します。
SELECT T.OBJECT_VALUE.GETCLOBVAL() FROM TABLE1 T;

XML 値を、US7ASCII 文字エンコードを使用する BLOB 値として取得するには、
次の SELECT ステートメントをコネクターの「SELECT ステートメント」プロパ
ティーに入力します。
SELECT T.OBJECT_VALUE.GETBLOBVAL(1) FROM TABLE1 T;

数値 1 は、Oracle における US7ASCII 文字セットの文字セット ID です。

例: オブジェクト・ビューからの XMLType データの読み取り
この例では、前の例で定義した TABLE1 表を使用します。以下のステートメントは
ビュー定義です。
CREATE VIEW VIEW1 AS SELECT * FROM TABLE1;

VIEW1 ビューから XML 値を CLOB 値として取得するには、次の SELECT ステ
ートメントをコネクターの「SELECT ステートメント」プロパティーに入力しま
す。
SELECT V.OBJECT_VALUE.GETCLOBVAL() FROM VIEW1 V;
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Oracle から InfoSphere DataStage へのデータ・タイプ・マッピン
グ
メタデータのインポートの際には、Oracle Connector が Oracle データ・タイプを
InfoSphere DataStage データ・タイプに変換します。
以下の表には、Oracle データ・タイプと InfoSphere DataStage データ・タイプとの
間のマッピングが示されています。この表では、以下の省略形が使用されます。
v n – サイズ
v p – 精度
v fsp – 秒の小数部の精度
v yp – 年の精度
v dp – 日の精度
v sp – 秒の精度
表では、1 バイト文字セットとマルチバイト文字セットが示されています。1 バイ
ト文字セットの場合、NLS_CHARACTERSET データベース・パラメーターが 1 バイト
文字セット (例えば WE8MSWIN1252) に設定されています。マルチバイト文字セッ
トの場合、NLS_CHARACTERSET データベース・パラメーターがマルチバイト文字セッ
ト (例えば AL32UTF8) に設定されています。
表 5. Oracle データ・タイプおよび対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ

Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL タイプ

InfoSphere
InfoSphere
DataStage データ DataStage
スケール
長

CHAR(n BYTE)

CHAR

n

設定解除

設定解除

CHAR(n CHAR ) 単一バ
イト

CHAR

n

設定解除

設定解除

n

設定解除

設定解除

CHAR(n CHAR) マルチバ NCHAR
イト

InfoSphere
DataStage 拡張

CHAR 単一バイト

NLS_LENGTH_SEMANTICS データベー
ス・パラメーターが CHAR に設定さ
れている場合は、CHAR(n CHAR)
単一バイトを参照してください。そ
れ以外は CHAR(n BYTE) を参照し
てください。両方のケースとも、n
= 1 と想定されています。

CHAR マルチバイト

NLS_LENGTH_SEMANTICS データベー
ス・パラメーターが CHAR に設定さ
れている場合は、CHAR(n CHAR)
マルチバイトを参照してください。
それ以外は CHAR(n BYTE) を参照
してください。両方のケースとも、
n = 1 と想定されています。

VARCHAR2(n BYTE)

VARCHAR

n

設定解除

設定解除

VARCHAR2(n CHAR) 単
一バイト

VARCHAR

n

設定解除

設定解除
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表 5. Oracle データ・タイプおよび対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ (続き)

Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL タイプ

InfoSphere
InfoSphere
DataStage データ DataStage
スケール
長

VARCHAR2(n CHAR) マ
ルチバイト

NVARCHAR

n

設定解除

設定解除

CLOB 単一バイト

LONGVARCHAR

設定解除

設定解除

設定解除

CLOB マルチバイト

LONGNVARCHAR

設定解除

設定解除

設定解除

LONG 単一バイト

LONGVARCHAR

設定解除

設定解除

設定解除

LONG マルチバイト

LONGNVARCHAR

設定解除

設定解除

設定解除

NCHAR(n)

NCHAR

n

設定解除

設定解除

NCHAR

NCHAR(n) を参照、n = 1 が前提。

NVARCHAR2(n)

NVARCHAR

n

設定解除

設定解除

NCLOB

LONGNVARCHAR

設定解除

設定解除

設定解除

NUMBER

DOUBLE

設定解除

設定解除

設定解除

NUMBER (p, s) {p>=s}
{s>=0}

DECIMAL

p

s

設定解除

NUMBER(p, s) {p<s}
{s>=0}

DECIMAL

s

s

設定解除

NUMBER(p, s) {s<0}

DECIMAL

p-s

設定解除

設定解除

FLOAT(p) {1 <=p <=63}

FLOAT

設定解除

設定解除

設定解除

FLOAT(p) {64 <=p <=
126}

DOUBLE

設定解除

設定解除

設定解除

BINARY_FLOAT

FLOAT

設定解除

設定解除

設定解除

BINARY_DOUBLE

DOUBLE

設定解除

設定解除

設定解除

LONG RAW

LONGVARBINARY

設定解除

設定解除

設定解除

RAW(n)

VARBINARY

n

設定解除

設定解除

BLOB

LONGVARBINARY

設定解除

設定解除

設定解除

BFILE

VARCHAR

285

設定解除

設定解除

DATE

TIMESTAMP

設定解除

設定解除

設定解除

TIMESTAMP(fsp)

TIMESTAMP

設定解除

fsp

マイクロ秒

TIMESTAMP(fsp) WITH
TIME ZONE

TIMESTAMP

設定解除

fsp

マイクロ秒

TIMESTAMP(fsp) WITH
LOCAL TIME ZONE

TIMESTAMP

設定解除

fsp

マイクロ秒

TIMESTAMP

TIMESTAMP(fsp) を参照、fsp=6 が
前提。

yp+4

設定解除

設定解除

InfoSphere
DataStage 拡張

TIMESTAMP WITH TIME TIMESTAMP(fsp) WITH TIME
ZONE
ZONE を参照、fsp=6 が前提。
TIMESTAMP WITH
LOCAL TIME ZONE

TIMESTAMP(fsp) WITH LOCAL
TIME ZONE を参照、fsp=6 が前
提。

INTERVAL YEAR (yp)
TO MONTH

VARCHAR
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表 5. Oracle データ・タイプおよび対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ (続き)

Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL タイプ

InfoSphere
InfoSphere
DataStage データ DataStage
スケール
長

INTERVAL DAY TO
SECOND (sp)

VARCHAR

sp+13

設定解除

設定解除

INTERVAL DAY (dp) TO VARCHAR
SECOND

dp+17

設定解除

設定解除

INTERVAL DAY (dp) TO VARCHAR
SECOND (sp)

dp+sp+11

設定解除

設定解除

InfoSphere
DataStage 拡張

INTERVAL YEAR TO
MONTH

INTERVAL YEAR (yp) TO MONTH
を参照、yp=2 が前提。

INTERVAL DAY TO
SECOND

INTERVAL DAY (dp) TO SECOND
(sp) を参照、dp=2 および sp=6 が
前提。

ROWID

CHAR

18

18

設定解除

UROWID(n)

VARCHAR

n

設定解除

設定解除

UROWID

UROWID(n) を参照、n=4000 が前
提。

設定解除

設定解除

CLOB または OBJECT_RELATIONAL
CLOB 単一バイトを参照。
として保存される XMLType
単一バイト
CLOB または OBJECT_RELATIONAL
CLOB マルチバイトを参照。
として保存される XMLType
マルチバイト
BINARY XML として保
存される XMLType

BLOB を参照。

その他

不明

設定解除

表作成のためのデータ・タイプ・マッピング
「表のアクション」プロパティーを使用して表を作成するときには、コネクター
は、InfoSphere DataStage 列定義を Oracle 列定義にマップします。
以下の表には、マッピングと使用する省略形がリストされています。
v n – サイズ
v p – 精度
v sp – 秒の精度
v s – スケール
表 6. InfoSphere DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義
InfoSphere DataStage の列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: Bit
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

NUMBER(5,0)
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表 6. InfoSphere DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)

50

InfoSphere DataStage の列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: Char
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 設定解除

CHAR(2000)

データ・タイプ: Char
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 設定解除

CHAR(n)

データ・タイプ: VarChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 設定解除

VARCHAR2(4000)

データ・タイプ: VarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 設定解除

VARCHAR2(n)

データ・タイプ: LongVarChar
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

CLOB

データ・タイプ: Char
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: Unicode

NCHAR(1000)

データ・タイプ: Char
長さ: n
スケール: 任意
拡張: Unicode

NCHAR(n)

データ・タイプ: VarChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: Unicode

NVARCHAR2(2000)

データ・タイプ: VarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: Unicode

NVARCHAR2(n)

データ・タイプ: LongVarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: Unicode

NCLOB

データ・タイプ: NChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 適用外

NCHAR(1000)

接続ガイド: Oracle データベース編

表 6. InfoSphere DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)
InfoSphere DataStage の列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: NChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 適用外

NCHAR(n)

データ・タイプ: NVarChar
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 適用外

NVARCHAR2(2000)

データ・タイプ: NVarChar
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 適用外

NVARCHAR2(n)

データ・タイプ: LongNVarChar
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

NCLOB

データ・タイプ: Binary
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 適用外

RAW(2000)

データ・タイプ: Binary
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 適用外

RAW(n)

データ・タイプ: VarBinary
長さ: 設定解除
スケール: 任意
拡張: 適用外

RAW(2000)

データ・タイプ: VarBinary
長さ: n
スケール: 任意
拡張: 適用外

RAW(n)

データ・タイプ: LongVarBinary
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

BLOB

データ・タイプ: Decimal
長さ: p
スケール: 設定解除
拡張: 適用外

NUMBER(p)

データ・タイプ: Decimal
長さ: p
スケール: s
拡張: 適用外

NUMBER (p,s)
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表 6. InfoSphere DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)

52

InfoSphere DataStage の列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: Double
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

BINARY_DOUBLE

データ・タイプ: Float
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

BINARY_FLOAT

データ・タイプ: Real
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

BINARY_FLOAT

データ・タイプ: TinyInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(3,0)

データ・タイプ: SmallInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(5,0)

データ・タイプ: Integer
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(10,0)

データ・タイプ: BigInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 設定解除

NUMBER(19,0)

データ・タイプ: TinyInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(3,0)

データ・タイプ: SmallInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(5,0)

データ・タイプ: Integer
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(10,0)

データ・タイプ: BigInt
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 符号なし

NUMBER(20,0)
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表 6. InfoSphere DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)
InfoSphere DataStage の列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: Numeric
長さ: p
スケール: 設定解除
拡張: 適用外

NUMBER(p)

データ・タイプ: Numeric
長さ: p
スケール: s
拡張: 適用外

NUMBER (p,s)

データ・タイプ: Date
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 適用外

DATE

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: 設定解除

DATE

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: 設定解除

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: 設定解除

DATE

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: 設定解除

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(6)

データ・タイプ: Time
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(sp)

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: 設定解除
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(6)

データ・タイプ: Timestamp
長さ: 任意
スケール: sp
拡張: マイクロ秒

TIMESTAMP(sp)
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表 6. InfoSphere DataStage 列定義および対応する Oracle 列定義 (続き)
InfoSphere DataStage の列定義

Oracle 列定義

データ・タイプ: 不明
長さ: 任意
スケール: 任意
拡張: 任意

NCLOB

Oracle Connector のプロパティー
これらのオプションを使用して、コネクターによるデータの読み取りおよび書き込
み方法を変更します。

「識別子を引用符で囲む」プロパティー
Oracle スキーマ・オブジェクト名で大/小文字の区別を保つには、それぞれの名前を
手動により二重引用符で囲むか、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「は
い」に設定します。

使用法
以下のいずれかのプロパティーが設定されていると、Oracle Connector は SQL ステ
ートメントを自動的に生成して、実行します。
v 「実行時に SQL を生成」が「はい」に設定されている。
v 「表のアクション」が「作成」、「置換」、または「切り捨て」に設定されてい
る。
以上の場合、生成された SQL ステートメントには、オペレーションが実行される
列と表の名前が含まれます。データベース表の列名は、ステージのリンクで指定さ
れた列名と一致します。表名は、「表名」プロパティーに指定された表に一致しま
す。
デフォルトでは、Oracle データベースですべてのオブジェクト名が大文字に変換さ
れてから、データベース内の Oracle スキーマ・オブジェクト名とマッチングされま
す。Oracle スキーマ・オブジェクト名ですべて大文字が使用されている場合、コネ
クター・プロパティーでこれらの名前を大文字で指定しても、小文字で指定して
も、大文字/小文字の混合で指定しても、スキーマのマッチングには影響がありませ
ん。名前はマッチングされます。ただし、Oracle スキーマ・オブジェクト名ですべ
て小文字または大文字/小文字の混合が使用される場合、Oracle スキーマに表示され
る名前を正確に指定する必要があります。この場合、それぞれの名前を手動により
二重引用符で囲むか、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定す
る必要があります。

例
例えば、「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「いいえ」に設定されている場
合に、1 つの列を含む表を作成し、その列を参照する SELECT ステートメントを作
成するとします。ステートメント CREATE TABLE Table2b (Col1 VARCHAR2(100)) で
は、1 つの列 COL1 を含む表 TABLE2B が作成されます。ステートメント SELECT
Col1 FROM tABLE2B は正常に実行されます。それは、Oracle データベースでは、ス
テートメント内の Col1 および tABLE2B という名前が大文字の COL1 および
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TABLE2B に自動的に変更され、変換後の名前がデータベース内の実際のスキー
マ・オブジェクト名および列名とマッチングされるからです。
ここでステートメント CREATE TABLE "Table2b" ("Col1" VARCHAR2(100)) を使用し
て、1 つの列 Col1 を含む表 Table2b を作成するものとします。表名と列名を二重
引用符で囲んでいるため、大/小文字の区別が保持されます。今度は、ステートメン
ト SELECT Col1 FROM tABLE2B は失敗します。Oracle データベースでは、Col1 およ
び Table2b という名前が大文字の COL1 および TABLE2B に自動的に変更され、
データベース内の実際の名前 Col1 および Table2b に一致しなくなるためです。た
だし、ステートメント SELECT "Col1" FROM "Table2b" は正常に実行されます。
ここで、表および列の作成での「識別子を引用符で囲む」プロパティーの効果を示
す例を考えてみます。「表名」プロパティーが john.test に設定されているとしま
す。入力リンクには、列 Col1、Col2、および Col3 が含まれており、これらはすべ
て VarChar(10) データ・タイプです。「表のアクション」プロパティーは「作成」
に設定されているとします。「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「いいえ」
に設定されている場合、コネクターは実行時に次の SQL ステートメントを生成し
て、実行し、列 COL1、COL2、および COL3 を持つ表 JOHN.TEST を生成しま
す。
CREATE TABLE john.test(Col1 VARCHAR2(10),Col2 VARCHAR2(10),Col3 VARCHAR2(10));

ただし「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「はい」に設定されている場合、
コネクターは実行時に次の SQL ステートメントを生成して、実行し、列
Col1、Col2、および Col3 を持つ表 JOHN.TEST を生成します。
CREATE TABLE "john"."test"("Col1" VARCHAR2(10),"Col2" VARCHAR2(10),
"Col3" VARCHAR2(10));

「分離レベル」プロパティー
「分離レベル」プロパティーを使用して、コネクターがトランザクション内のステ
ートメントを管理する方法を構成します。

使用法
コネクターは、Oracle データベースとの接続を確立し、最初のトランザクション・
ステートメントを発行すると、指定された分離レベルを使用するトランザクション
を暗黙に開始します。コネクターがデータベースに対して実行するオペレーション
は、すべて現行トランザクションの一部となります。トランザクションがコミット
またはロールバックのいずれかを介して終了し、コネクターが次のトランザクショ
ン・ステートメントを発行すると、コネクターは、接続で新規トランザクションを
もう一度暗黙に開始します。
一部のデータベース処理が含まれるトランザクションがロールバックされた場合で
も、Oracle ではそれらのデータベース処理をロールバックすることはできません。
例えば、DDL オペレーションはロールバックできません。
以下の表で、「分離レベル」プロパティーの各種オプションについて説明します。
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表 7. 「分離レベル」プロパティーのオプション
オプション

説明

READ COMMITTED

トランザクション内で実行する各 SELECT
ステートメントは、現行ステートメントの開
始時にコミットされた行を確認します。

SERIALIZABLE

トランザクション内で実行する各 SELECT
ステートメントは、そのトランザクションの
開始時にコミットされた行のみを確認しま
す。

READ-ONLY

トランザクション内で実行する各 SELECT
ステートメントは、そのトランザクションの
開始時にコミットされた行のみを確認しま
す。ただし、DML ステートメントの
INSERT、UPDATE、DELETE、および
MERGE は、トランザクションでは許可され
ません。この分離レベルでは、PL/SQL ブロ
ックで DML ステートメントが実行できなく
なります。ただし、たとえ分離レベルが
「READ-ONLY」に設定されていても、
PL/SQL ブロックが分離レベルをオーバーラ
イドした場合、そのブロックで DML ステー
トメントを実行できます。

「配列サイズ」、「バッファー・サイズ」、および「レコード・カウ
ント」のプロパティー
「配列サイズ」、「バッファー・サイズ」、および「レコード・カウント」のプロ
パティーを使用して、一度にデータベースから読み取るレコードの数またはデータ
ベースに書き込むレコードの数を制御します。

使用法
「配列サイズ」プロパティーと「レコード・カウント」プロパティーは、一緒に設
定します。配列サイズは、各バッチに組み込まれ、データベースの読み取り処理と
書き込み処理が扱う、レコードの数を指定します。レコード・カウントは、各トラ
ンザクションで処理されるレコードの数を指定します。
「レコード・カウント」プロパティーに指定された値が 0 でなく、また「配列サイ
ズ」に指定した値の倍数でない場合、コネクターは、レコード・カウントが配列サ
イズの倍数となるように、配列サイズを自動的に選択します。コネクターは、配列
サイズを選択するとき、指定された値に近い値を見つけようとします。コネクター
はこの値を見つけることができないと、値 1 かまたはレコード・カウント値と一致
する値の、いずれか指定された値に近い方を選択します。その後、コネクターは
「配列サイズ」プロパティーの値を変更したことをユーザーに通知するために、情
報メッセージをログに記録します。
行のプリフェッチを構成した場合、SELECT ステートメントが実行されると、コネ
クターは「配列サイズ」プロパティーに指定された数の行をフェッチします。ま
た、Oracle クライアントは、「プリフェッチ行カウント」プロパティーに指定され
た数の行をフェッチします。
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コネクターがターゲット表にバッファー・レコードをバルク・ロードする条件を制
御するには、配列サイズおよびバッファー・サイズを設定します。複数の処理ノー
ド上でパラレルに実行されるようにコネクター・ステージを構成すると、処理ノー
ドのそれぞれが個別に Oracle セッションを確立し、他の処理ノードと同時にデータ
をターゲット表にロードします。
コネクターは、常にチャンク形式でデータをロードしようとします。この場合、各
チャンクには、「配列サイズ」プロパティーで指定された数の行が含まれます。
「バッファー・サイズ」プロパティーは、個々のチャンク・レコードを保持するバ
ッファーの最大サイズ (KB) を制御します。
入力リンクに定義される列のタイプおよび長さに基づいて、コネクターは、指定さ
れた配列サイズが指定されたバッファー・サイズに常に適合するかどうかを計算し
ます。バッファーが配列サイズに指定された数のレコードを収めるのに小さすぎる
場合、コネクターは、自動的に配列サイズをバッファーに適合するレコードの最大
数にリセットします。
以下の表に、これらのプロパティーに設定できる値を示します。
表 8. 「配列サイズ」、「バッファー・サイズ」、および「レコード・カウント」のプロパ
ティーの値
プロパティー

ユニット

使用可能な値

デフォルト

配列サイズ

レコード

1 - 999999999

2000

バッファー・サイズ

KB

4 - 100240

1024

レコード・カウント

レコード

0 - 999999999

2000

0 を入力すると、コ
ネクターは、トラン
ザクションのコミッ
ト前にすべてのレコ
ードを処理します。

ウェーブがこれらのプロパティーに与える影響
「ウェーブの終わりにマークを付ける」プロパティーを使用して、「レコード・カ
ウント」プロパティーに指定された数のレコードが処理された後にウェーブの終わ
りマーカーを挿入するかどうかを指定できます。ウェーブの終わりマーカーが挿入
されると、Oracle Connector がバッファリングしたレコードは、ダウンストリー
ム・ステージで処理できるように、すべてバッファーから解かれて、ジョブ・フロ
ーにプッシュされます。
アップストリーム・ステージがレコードをウェーブの形式で Oracle Connector に提
供すると、各ウェーブには、ウェーブの終わりマーカーが含まれます。この場合、
配列サイズとレコード・カウントは、レコードの個別のウェーブに適用されます。
指定された配列サイズ値までバッファーを満たすのにレコードが不足している場
合、コネクターは不完全なレコード・バッファーをバッチとしてロードしてから、
次のレコードのウェーブを処理します。レコードがウェーブ別に到着せず、代わり
に全レコードが単一のウェーブで到着した場合、配列サイズとレコード・カウント
はその単一ウェーブに適用されます。
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データ処理前後に SQL ステートメントを実行するためのプロパティ
ー
「BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメントを実行する」プロパティー
を使用して、データ処理の前または後に SQL ステートメントを実行するように、
コネクターを構成します。ジョブでのデータの処理前後に SQL ステートメントを
実行するように、または各ノードでのデータの処理前後に SQL ステートメントを
1 回実行するように、コネクターを構成できます。

使用法
データの処理前後に SQL ステートメントを実行すると、データ・アクセスのため
にデータベース・オブジェクトを準備するオペレーションを実行する必要がある場
合に役立ちます。例えば、SQL ステートメントを使用して、ターゲット表を作成
し、その表に索引を追加することができます。指定する SQL ステートメントは、
ジョブ全体で、データの処理前に 1 回実行されます。
コネクターは、「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーまたは「AFTER
SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステートメントを実行した後
で、現行トランザクションを明示的にコミットします。例えば、「BEFORE SQL
ステートメント」プロパティーに INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE などの
DML ステートメントを指定すると、DML ステートメントの結果は個々のノードに
表示できるようになります。
コネクターが実行されるように構成されている各ノードで SQL ステートメントを
実行するには、「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」プロパティーまたは
「AFTER SQL (ノード) ステートメント」プロパティーを使用します。コネクター
は、指定された SQL ステートメントを各ノードでデータが処理される前に 1 回、
各ノードでデータが処理された後に 1 回実行します。その後、コネクターは現行ト
ランザクションを明示的にコミットします。例えば、ノード上でクライアント・セ
ッションに使用するデータ・フォーマットを設定するには、「BEFORE SQL (ノー
ド)」プロパティーに ALTER SESSION ステートメントを指定します。
処理の前後に実行するステートメントを指定する場合、SQL ステートメントまたは
PL/SQL ステートメントを入力するか、SQL ステートメントまたは PL/SQL ステー
トメントが入っているファイルへの完全修飾パスを入力します。SQL または
PL/SQL ステートメントには、入力バインド変数または出力バインド変数を含めな
いでください。ステートメントにこうした変数が含まれていると、コネクターは致
命的メッセージをログに記録し、オペレーションは停止します。ファイル名を指定
する場合、そのファイルは、InfoSphere Information Server エンジン層がインストー
ルされているコンピューター上に存在している必要があります。また、「ファイル
から BEFORE SQL ステートメントを読み取る」プロパティーまたは「ファイルか
ら AFTER SQL ステートメントを読み取る」プロパティーを「はい」に設定する
必要があります。
コネクターの使用目的がデータベースへのレコードの書き込みであり、データを書
き込む前にターゲット表に対して表のアクションを実行するようにコネクターを構
成してある場合は、「表のアクションを最初に実行」プロパティーを使用して、
SQL ステートメントを最初に実行するかまたは表のアクションを最初に実行するか
を制御できます。
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ジョブ失敗を制御するプロパティー
一定の SQL ステートメントが正常に完了しなかった場合や、最初の警告メッセー
ジが報告された場合に、ジョブを停止するかどうかを制御できます。
ジョブを処理の途中で停止することは、予想していた処理が失敗したことを示すプ
ロンプト通知を受け取りたい場合に役立ちます。デザインでは、致命的メッセージ
が報告されると、ジョブは停止します。以下のリストには、ジョブ失敗を制御する
プロパティーがあります。
v CREATE TABLE ステートメントが失敗した場合は中止
v DROP TABLE ステートメントが失敗した場合は中止
v TRUNCATE TABLE ステートメントが失敗した場合は中止
v BEFORE SQL ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗,
v AFTER SQL ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v BEFORE SQL (ノード) ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v AFTER SQL (ノード) ステートメントの実行でエラーが発生した場合は失敗
v 索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗
デフォルトでは、「DROP TABLE ステートメントの実行でエラーが発生した場合
は失敗」と「索引の再作成でエラーが発生した場合は失敗」を除くすべてのプロパ
ティーが「はい」に設定されます。プロパティーが「はい」に設定されている場
合、エラーが発生すると、メッセージがログ・ファイルに報告され、ジョブが停止
します。プロパティーが「いいえ」に設定されている場合は、エラーが発生する
と、対応するメッセージがログ・ファイルに報告され、ジョブは続行します。
プロパティー「警告メッセージを致命的エラーとして処理する」を「はい」に設定
した場合、最初の警告メッセージが出されると、ジョブは停止し、コネクターがロ
グ内にエラーを報告します。デフォルトでは、このプロパティーは「いいえ」に設
定されています。この場合、最初の警告メッセージが出されると、そのメッセージ
はログに送られ、ジョブは続行します。

「透過アプリケーション・フェイルオーバー」プロパティー
Oracle クライアントが透過アプリケーション・フェイルオーバー (TAF) を開始する
時点と TAF の進行状況を示すメッセージを受け取れるように、Oracle Connector を
構成することができます。

使用法
データベース接続に TAF が有効になっていると、データベースに接続されている
アプリケーションは、オリジナル接続に失敗した場合に、代替データベース・イン
スタンスに透過的に再接続されます。再接続は透過的に行われるため、再接続が実
行されている間は、コネクターが突然実行を停止してハングしたように見える可能
性があります。この理由で、TAF に関する通知を受け取るようにコネクターを構成
したい場合があります。接続の Oracle クライアント・サイドが TAF の完了を待機
する時間も指定することができます。
TAF 通知用にコネクターを構成するには、以下のように各プロパティーを設定しま
す。
v 「アプリケーション・フェイルオーバーの管理」を「はい」に設定します。
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v 「再試行回数」をアプリケーション・フェイルオーバーを試みる回数に設定しま
す。
v 「再試行間隔」を以後のフェイルオーバーを試みるまでの待機秒数に設定しま
す。
RETRIES および DELAY 値を tnsnames.ora ファイルの FAILOVER_MODE 構成
の一部として指定した場合、コネクターはこれらの値を無視して、「再試行回数」
プロパティーおよび「再試行間隔」プロパティーに指定された値を使用します。
TAF には、SESSION と SELECT の 2 つのタイプがあります。コネクターがフェ
イルオーバー発生時に中断された SELECT ステートメントでのデータのフェッチを
続行するには、SELECT フェイルオーバー・タイプを有効にします。
TAF が開始されると、コネクターは以下のステップを実行します。
1. コネクターは、TAF の開始を示す警告メッセージをログに記録します。このメ
ッセージには、実行されている TAF のタイプ (SESSION または SELECT) が含
まれています。
2. Oracle クライアントがアプリケーション・フェイルオーバーを試みるたびに、フ
ェイルオーバーが試みられたことを示す警告メッセージをログに記録します。
3. TAF が成功すると、コネクターは、TAF が正常に完了したことを示す警告メッ
セージをログに記録します。
4. 「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーが「はい」に設定されている
と、「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステート
メントを返します。「BEFORE SQL (ノード) ステートメントの再実行」プロパ
ティーが「はい」に設定されていると、「BEFORE SQL (ノード) ステートメン
ト」プロパティーに指定されているステートメントを各ノード上で 1 回再実行
します。
5. TAF の試みがすべて失敗した場合、または TAF を完了できないことを Oracle
クライアントが示した場合、コネクターにはデータベースへの有効な接続がない
ため、警告メッセージをログに記録して、オペレーションを停止します。

例: 複数のデータベース接続が構成され、アプリケーション・フェイルオー
バーが無効になっている
この例では、コネクターは以下のように構成されます。
v コネクターは、表から 1,000,000 行を読み取る SELECT ステートメントを実行す
るように構成されています。
v 「アプリケーション・フェイルオーバーの管理」プロパティーが「いいえ」に設
定されています。
v コネクターは、Oracle RAC システムに接続するように構成されています。
v コネクターは、orcl1 データベース・インスタンスに接続するために使用する接続
記述子として ORCL_1 を指定します。
v tnsnames.ora 構成ファイルには、以下の接続記述子が含まれています。
ORCL_1 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = tcp)(HOST = orcl1-server)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl)(INSTANCE_NAME = orcl1)
(FAILOVER_MODE = (BACKUP = ORCL_2)(TYPE = select)(METHOD = preconnect))))
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ORCL_2 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orcl2-server)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl)(INSTANCE_NAME = orcl2)
(FAILOVER_MODE = (BACKUP = ORCL_1)(TYPE = select)(METHOD = preconnect))))

ORCL_1 接続記述子を通じて確立される接続には、以下の特性があります。
v Oracle クライアントは、ホスト orcl1-server およびポート 1521 上のリスナーに
接続され、サービス orcl およびインスタンス orcl1 にアタッチされます。
v FAILOVER_MODE は、アプリケーションが接続されている間に orcl1 インスタ
ンスが使用不可になると、SELECT タイプ TAF が実行されることを指定しま
す。
v BACKUP オプションは、フェイルオーバーが発生した場合に Oracle クライアン
トが使用するバックアップ接続記述子を指定します。
v METHOD オプションは、Oracle クライアントがバックアップ・インスタンスに
接続する条件を指定します。値 PRECONNECT は、基本接続が確立されるのと同
時にバックアップ接続が確立されることを指定します。この結果、基本接続に障
害が発生すると、バックアップ接続へのフェイルオーバーが発生します。
コネクターが表からデータをフェッチしている間に、インスタンス orcl1 への接続
に失敗した場合、インスタンス orcl2 へのフェイルオーバーが実行されるまで、コ
ネクターはデータの処理を停止します。「透過アプリケーション・フェイルオーバ
ーを管理する」が「いいえ」に設定されているため、コネクターは、フェイルオー
バーが開始または完了したときに、通知を受け取りません。基本接続が確立される
のと同時にバックアップ・インスタンスへの接続が確立されるので、フェイルオー
バーは迅速に実行され、そのため場合によっては遅延に気づかれないほどです。フ
ェイルオーバーの完了後は、コネクターは引き続きデータをフェッチします。フェ
イルオーバー TYPE が SELECT に設定されているためです。
コネクターがデータを書き込むように構成されていて、インスタンスへの接続に失
敗した時点でINSERT ステートメントを実行していたとします。フェイルオーバー
が完了し、コネクターが新規データの挿入を試みるか、インスタンスの失敗直前に
挿入されたデータのコミットを試みた後で、そのステートメントは失敗します。コ
ネクターはエラー・メッセージをログに記録し、ジョブは停止します。

例: 単一データベース接続が構成され、アプリケーション・フェイルオーバ
ーが有効になっている
この例では、データベース・インスタンスは 1 つしかなく、フェイルオーバーは、
Oracle アドミニストレーターがインスタンスを再開始した後でしか発生しません。
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v コネクターは、表から 1,000,000 行を読み取る SELECT ステートメントを実行す
るように構成されています。
v 「アプリケーション・フェイルオーバーの管理」プロパティーが「はい」に設定
されています。
v コネクターは、単一データベース・インスタンスに接続するように構成されてい
ます。
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v コネクターは、orcl データベース・インスタンスに接続するために使用する接続
記述子として ORCL を指定します。
v tnsnames.ora 構成ファイルには、以下の接続記述子が含まれています。
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orcl-server)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl)
(FAILOVER_MODE = (TYPE=select)(METHOD=basic)(RETRIES=20)(DELAY=5)
)
)
)

ORCL 接続記述子を通じて確立される接続には、以下の特性があります。
v Oracle クライアントは、ホスト orcl-server およびポート 1521 上のリスナーに接
続され、単一インスタンスを実装するサービス orcl にアタッチされます。
v FAILOVER_MODE は、アプリケーションが接続されている間にこのインスタン
スが使用不可になると、SELECT タイプ TAF が実行されることを指定します。
v BASIC に設定された METHOD オプションは、フェイルオーバーが発生する
と、インスタンスへの再接続が試みられることを指定します。
コネクターが表からデータをフェッチしている間に、インスタンスへの接続に失敗
した場合、「透過アプリケーション・フェイルオーバーを管理する」が「はい」に
設定されているので、コネクターはフェイルオーバーが実行されることの通知を受
け取ります。Oracle クライアントが接続の再確立を試みるたびに、Oracle クライア
ントはコネクターに通知し、コネクターはメッセージをログに記録します。「再試
行回数」および「再試行間隔」プロパティーがコネクターに対して構成されている
ので、Oracle クライアントは RETRIES および DELAY オプションを無視します。
コネクターがデータを書き込むように構成されていて、インスタンスへの接続に失
敗した時点でINSERT ステートメントを実行していたとします。フェイルオーバー
が完了した後で、コネクターは、エラーからの回復を試み、データベースへのレコ
ードの書き込みを続行することができます。フェイルオーバーの完了後にコネクタ
ーが書き込み処理の再開を試行するように構成するには、「書き込みを再開」プロ
パティーを「はい」に設定します。

接続管理のためのプロパティー
プロパティーを使用して、接続の切断後または非アクティブな接続を閉じた後でコ
ネクターが Oracle データベースに再接続する方法を管理します。

使用法
Oracle データベースへの接続が切断されると、コネクターはデータベースへの再接
続を一定回数試行できます。接続が再確立されると、切断ポイントからデータが処
理されます。セッション・タイムアウトやネットワーク障害後などの再接続実行可
能な場合に、コネクターは再接続を試行します。ただし、場合によっては、コネク
ターは再接続ができないこともあります。
データベースへの接続リソースを保持するために、接続が指定した期間非アクティ
ブになった場合には Oracle データベースへの接続を自動的に閉じるように、コネク
ターを構成することができます。例えば、ジョブがトランザクション・ウェーブ内
のレコードを処理していて、ウェーブ間の間隔が長い場合には、コネクターを切断
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した方がよい場合があります。その期間データベースへの接続を閉じれば、他のク
ライアント・アプリケーションがデータベースに接続できます。
以下の表に、接続管理のためのプロパティーを示します。
表 9. 接続管理のためのプロパティー
プロパティー

説明

再接続

Oracle データベースへの接続の切断後に再接
続するには、このプロパティーを「はい」に
設定します。このプロパティーは、ステージ
のすべてのリンクに適用され、個々のリンク
で個別に構成することはできません。

再試行回数

接続が切断された後で、接続を確立するため
に試行する回数を入力します。

再試行間隔

接続の確立を再試行するまでの待機時間 (秒
数) を入力します。

切断

非アクティブ接続を閉じるには、このプロパ
ティーを「非アクティビティーの期間」に設
定します。

非アクティビティー期間

接続を閉じるまでのアイドル期間を秒数で入
力します。

読み取りプロパティー
これらのプロパティーを使用して、コネクターによるデータの読み取り方法を変更
します。
プリフェッチ・プロパティー:
「プリフェッチ行カウント」プロパティーおよび「プリフェッチ・バッファー・サ
イズ」プロパティーを使用して、SELECT ステートメントのプリフェッチを使用可
能にします。行のプリフェッチを使用可能にすると、カウンターは、「配列サイ
ズ」プロパティーで指定された数の行をフェッチします。また、Oracle クライアン
トは、「プリフェッチ行カウント」プロパティーおよび「プリフェッチ・バッファ
ー・サイズ」プロパティーの値に基づいた数の行をフェッチします。
使用法
「プリフェッチ行カウント」プロパティー、「プリフェッチ・バッファー・サイ
ズ」プロパティー、またはその両方のプロパティーを設定できます。両方のプロパ
ティーを 0 より大きい値に設定すると、Oracle クライアントは、「プリフェッチ行
カウント」プロパティーに指定された数の行をプリフェッチしようとします。行数
が「プリフェッチ・バッファー・サイズ」プロパティーに指定されたメモリー・サ
イズに適合しない場合、Oracle クライアントは、バッファーに適合するだけの行数
をプリフェッチします。
「プリフェッチ行カウント」プロパティーまたは「プリフェッチ・バッファー・サ
イズ」プロパティーを 0 に設定すると、そのプロパティーによって制御されるタイ
プの行プリフェッチは使用不可になります。
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Oracle クライアントは、「配列サイズ」プロパティーの値に基づいてフェッチされ
た行を、すぐにコネクターに提供します。Oracle クライアントは、「プリフェッチ
行カウント」プロパティーおよび「プリフェッチ・バッファー・サイズ」プロパテ
ィーの値に基づいてフェッチされた行をキャッシュに入れます。コネクターは現在
実行中の SELECT ステートメントのデータを要求し続けますが、プリフェッチされ
た行はキャッシュに保存されているため、フェッチ要求が最適化されます。
以下の表に、これらのプロパティーに設定できる値を示します。
表 10. 「プリフェッチ行カウント」プロパティーおよび「プリフェッチ・バッファー・サイ
ズ」プロパティーの値
プロパティー

使用可能な値

デフォルト

プリフェッチ行カウント

0 - 999999999

1

プリフェッチ・バッファー・
サイズ (KB)

0 - 100240

0
デフォルトでは、バッファ
ー・サイズに基づく行プリフ
ェッチは使用不可になってい
ます。

書き込みプロパティー
これらのプロパティーを使用して、コネクターによるデータの書き込み方法を変更
します。
「表のアクション」プロパティー:
「表のアクション」プロパティーを使用して、実行時に表に対して作成、置換、お
よび切り捨てのアクションを実行するように、コネクターを構成できます。こうし
たアクションは、データが表に書き込まれる前に完了します。
使用法
「表のアクション」プロパティーは、以下の表にリストされている値に設定できま
す。
表 11. 「表のアクション」プロパティーの値
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値

説明

追加

表に対して実行されるアクションはありませ
ん。このオプションがデフォルトです。
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表 11. 「表のアクション」プロパティーの値 (続き)
値

説明

作成

実行時に表を作成します。
以下のいずれかの方式で、CREATE TABLE
ステートメントを指定します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「はい」に設定して、作成
する表の名前を「表名」プロパティーに入
力します。この場合、コネクターは、入力
リンクの列定義から CREATE TABLE ス
テートメントを自動的に生成します。新規
表の列名は、リンク上の列名と一致しま
す。新規表の列のデータ・タイプは、リン
クの列定義にマップされます。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「いいえ」に設定してか
ら、CREATE TABLE ステートメントを
「CREATE TABLE ステートメント」プ
ロパティーに入力します。

置換

実行時に表を置換します。
以下のいずれかの方式で、DROP TABLE ス
テートメントを指定します。
v 「実行時に DROP TABLE ステートメン
トを生成」を「はい」に設定して、ドロッ
プする表の名前を「表名」プロパティーに
入力します。
v 「実行時に DROP TABLE ステートメン
トを生成」を「いいえ」に設定してから、
DROP TABLE ステートメントを「DROP
TABLE ステートメント」プロパティーに
入力します。
以下のいずれかの方式で、CREATE TABLE
ステートメントを指定します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「はい」に設定して、作成
する表の名前を「表名」プロパティーに入
力します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「いいえ」に設定してか
ら、CREATE TABLE ステートメントを
「CREATE TABLE ステートメント」プ
ロパティーに入力します。
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表 11. 「表のアクション」プロパティーの値 (続き)
値

説明

切り捨て

実行時に表を切り捨てます。
以下のいずれかの方式で、TRUNCATE
TABLE ステートメントを指定します。
v 「実行時に TRUNCATE TABLE ステー
トメントを生成」を「はい」に設定して、
切り捨てる表の名前を「表名」プロパティ
ーに入力します。
v 「実行時に TRUNCATE TABLE ステー
トメントを生成」を「いいえ」に設定して
から、TRUNCATE TABLE ステートメン
トを「TRUNCATE TABLE ステートメン
ト」プロパティーに入力します。

「表のアクション」で指定されたステートメントが失敗した場合にはジョブが失敗
するように構成するには、以下の該当のプロパティーを「はい」に設定することが
できます。
v CREATE TABLE ステートメントが失敗した場合は中止
v DROP TABLE ステートメントが失敗した場合は中止
v TRUNCATE TABLE ステートメントが失敗した場合は中止
それ以外の場合、ステートメントが失敗すると、コネクターは警告メッセージをロ
グに記録し、ジョブは続行します。
「不一致のフィールドをドロップ」プロパティー:
「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーを使用して、入力リンクの未使用
列の処理方法を指定します。
使用法
入力リンクからデータベースにデータを書き込むジョブを作成するときには、「不
一致のフィールドをドロップ」プロパティーを使用して、入力リンクにおける未使
用列 (フィールド) の処理方法を制御できます。入力リンクの未使用列は、以下のタ
イプの列です。
v コネクターがターゲットの SQL ステートメントまたは PL/SQL ステートメント
内のどのパラメーターともペアにしなかった列
v 書き込みモードとして「バルク・ロード」が指定されている場合、コネクターが
どのターゲット表列ともペアにしなかった列
「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーは、以下の表にリストされている
値に設定できます。
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表 12. 「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーの値
値

説明

はい

コネクターは入力リンクの未使用列をすべて
ドロップします。ドロップされた列ごとに、
コネクターは、情報メッセージをジョブ・ロ
グに書き込んで、列とその関連値が無視され
たことを示します。

いいえ

コネクターは、入力リンクで未使用列を検出
すると、エラー・メッセージをログに記録し
てジョブを停止します。

入力リンクの列と、ターゲットの SQL ステートメント・パラメーターまたは表列
の間の名前マッチングで大/小文字の区別があるかどうかを指定するには、「識別子
を引用符で囲む」プロパティーを使用します。
例
例えば、以下のようなジョブがあるとします。
v コネクター・ステージは、書き込みモードとしてバルク・ロードを使用するよう
に構成されます。
v データベース内のターゲット表には、FIRSTNAME、LASTNAME、および
DATEOFBIRTH の各列が含まれます。
v コネクターの入力リンクには、
FirstName、LastName、Address、DateofBirth、Phone、および Email の各列が含ま
れます。
以下の表に、「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーおよび「識別子を引
用符で囲む」プロパティーの値がジョブの結果にどのように影響するかを示しま
す。
表 13. 「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーおよび「識別子を引用符で囲む」プ
ロパティーの値がジョブの結果に及ぼす影響
不一致のフィールドをドロッ
プ

識別子を引用符で囲む

結果

いいえ

いいえ

コネクターは、入力リンクの
「住所」列が使用されていな
いことを示すエラー・メッセ
ージをログに記録します。ジ
ョブは停止します。

いいえ

はい

コネクターは、入力リンクの
「名」列が使用されていない
ことを示すエラー・メッセー
ジをログに記録します。ジョ
ブは停止します。
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表 13. 「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーおよび「識別子を引用符で囲む」プ
ロパティーの値がジョブの結果に及ぼす影響 (続き)
不一致のフィールドをドロッ
プ

識別子を引用符で囲む

結果

はい

いいえ

コネクターは、入力リンクの
「住所」、「電話」、および
「メール」の列が使用されて
いないことを示す通知メッセ
ージをログに記録します。コ
ネクターは、入力リンクの
FirstName、LastName、および
DateofBirth の各列に提供され
たデータのみをロードしま
す。

はい

はい

すべての列がドロップされま
す。Oracle データベースで
は、データベースに書き込ま
れるレコード内に最小でも 1
つの列が必要なため、ジョブ
は失敗し、コネクターはエラ
ー・メッセージをログに記録
します。

「末尾ブランクを保持」プロパティー:
「末尾ブランクを保持」プロパティーを使用して、ステージが、データベースに渡
すレコードのテキスト・フィールド値に含まれる末尾の空白文字を保持するかどう
かを指定します。
使用法
このプロパティーは、「書き込みモード」プロパティーに指定可能なすべてのモー
ド (バルク・ロード・モードを含む) に使用できます。このプロパティーは、入力リ
ンクの列と参照リンクのキー列のうち、文字データ・タイプ (VarChar、NVarChar
など) の列に適用されます。
「末尾ブランクを保持」プロパティーは、以下の表にリストされている値に設定で
きます。
表 14. 「末尾ブランクを保持」プロパティーの値
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値

説明

はい

末尾の空白文字は、他の文字と同様に処理さ
れます。それらの空白文字は他の文字と一緒
に保持され、データは元の形式のままデータ
ベースに渡されます。この動作は、コネクタ
ーのデフォルトです。

いいえ

ステージは、テキスト・フィールド値から末
尾の空白文字を削除します。データベースに
は、トリムされた値が渡されます。値に含ま
れる先行する空白文字は保持されます。
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「行エラー発生時に失敗」プロパティー:
「行エラー発生時に失敗」プロパティーを使用すると、データベースへのレコード
書き込み時にエラーが発生したときに、エラー・メッセージをログに記録してジョ
ブを停止できます。
使用法
このプロパティーは、「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロード」に設
定されている場合、使用できません。
「行エラー発生時に失敗」プロパティーは、以下の表にリストされている値に設定
できます。
表 15. 「行エラー発生時に失敗」プロパティーの値
値

説明

はい

レコードがデータベースに書き込まれなかっ
た場合、コネクターはリカバリー不能エラー
をログに記録し、ジョブは停止します。

いいえ

レコードがデータベースに書き込まれなかっ
た場合、コネクターは警告メッセージをログ
に記録し、残りの入力レコードの処理を続行
します。

このプロパティーのデフォルト値は、コネクター・ステージが実行されているジョ
ブのタイプによって異なります。パラレル・ジョブの場合、デフォルト値は「は
い」です。ステージにリジェクト・リンクが定義されている場合、このプロパティ
ーは使用できず、自動的にデフォルトの「はい」になります。
サーバー・ジョブの場合、デフォルト値は「いいえ」です。デフォルトでは、デー
タベースへのレコードの書き込み時にエラーが発生すると、警告メッセージがログ
に記録され、ジョブは続行します。入力リンクの入力元が、 Oracle Connector ステ
ージがデータベースに書き込むことができなかった行をリジェクトするように構成
されている Transformer ステージである場合、「行エラー発生時に失敗」プロパテ
ィーを「いいえ」に設定する必要があります。Transformer ステージは、Oracle
Connector ステージがデータベースに書き込むことができなかった行を、リジェク
ト・リンクに送ることができます。
ロギング・プロパティー:
ロギング・プロパティーを使用して、SQL ステートメントが行の挿入、更新、また
は削除に失敗した場合に、各列の値を Oracle Connector がログに記録する方法を指
定します。
使用法
行の挿入、更新、または削除に失敗した各ノードは、そのノードで失敗した最初の
行を表示します。「書き込みモード」プロパティーが「バルク・ロード」に設定さ
れている場合、ロギング・プロパティーは使用できません。
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以下の表に、ロギング・プロパティーを示します。
表 16. ロギング・プロパティー
プロパティー

値

説明

最初の行エラー発生時に列値
をログに記録する

v はい

「はい」を選択すると、コネ
クターは、各ノードで失敗し
た最初の行の列値をログに記
録します。また、「キー値の
みログに記録する」プロパテ
ィーおよび「列区切り文字」
プロパティーが使用可能にな
ります。デフォルト値は「い
いえ」です。

キー値のみログに記録する

v はい

v いいえ

v いいえ

列区切り文字

v スペース
v 改行
v タブ

「はい」を選択すると、コネ
クターはキー列の値のみをロ
グに記録します。デフォルト
値は「いいえ」です。
ログで列値と列値の間に使用
される区切り文字を指定しま
す。

v コンマ

「並行ロード・セッションを許可する」プロパティー:
「並行ロード・セッションを許可する」プロパティーを使用して、複数のアプリケ
ーション (Oracle Connector ステージの複数の処理ノードなど) が表、パーティショ
ン・セグメント、またはサブパーティション・セグメントにデータを並行ロードで
きかどうかを指定します。
使用法
「並行ロード・セッションを許可する」プロパティーは、単一処理ノードからデー
タを表、パーティション・セグメント、またはサブパーティション・セグメントに
ロードするように Oracle Connector ステージが構成されている場合に、設定できま
す。このプロパティーを「いいえ」に設定すると、コネクターがデータをロードし
ている間は、他のアプリケーションが同じセグメントにデータをロードすることは
できません。他のアプリケーションには、外部アプリケーションや他の InfoSphere
DataStage ジョブなどが含まれている場合があります。
複数の処理ノード上でパラレルに実行されるように Oracle Connector ステージを構
成すると、処理ノードのそれぞれが個別に Oracle セッションを確立し、同時にデー
タをターゲット表にロードします。このシナリオで、「並行ロード・セッションを
許可する」プロパティーを「いいえ」に設定した場合、複数の処理ノードが同時に
データをデータベース内の同一セグメントにロードすることはできなくなります。
この状態は Oracle エラー ORA-00054 につながる可能性があります (つまり、処理
ノードがあるセグメントにデータをロードしているときに、別の処理ノードが同じ
セグメントにデータをロードしようとする可能性があります)。この状態を回避する
には、「並行ロード・セッションを許可する」プロパティーを「はい」に設定しま
す。
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時には、Oracle Connector ステージが複数の処理ノードからパーティション化され
た Oracle 表にデータをロードするように構成され、さらにそのステージが 入力デ
ータをパーティション化するように構成されることがあります。指定されたパーテ
ィション・タイプを表がサポートしている場合、各処理ノードは、割り当てられた
パーティション・セグメントまたはサブパーティション・セグメントのセットにデ
ータをロードするので、処理ノード間でセグメントへのアクセスに関して競合が生
じることはありません。このシナリオでは、「並行ロード・セッションを許可す
る」プロパティーを「いいえ」に設定しても、Oracle Connector ステージが複数の
処理ノードからパラレルでデータをロードできなくなることはありません。ただ
し、この設定では、この Oracle Connector ステージがアクセスするセグメントに、
他のアプリケーションがデータを並行にロードすることはできません。
「索引メンテナンス・オプション」プロパティー:
「索引メンテナンス・オプション」プロパティーを設定して、バルク・ロード時の
表索引の処理方法を制御します。
使用法
以下の表に、「索引メンテナンス・オプション」プロパティーの値を示します。
値

説明

使用できないものをスキップしない

コネクターは、行を表にロードするとき、索
引を維持しようとします。表の索引が使用不
能な場合、バルク・ロードは失敗します。

使用できないものをスキップ

コネクターは、使用不能な索引をスキップ
し、使用可能な索引を維持します。
グローバル索引が定義されているパーティシ
ョン表へのバルク・ロードをコネクターが実
行するときにプロパティーがこの値に設定さ
れていると、バルク・ロードは失敗します。

すべてスキップ

コネクターは、索引をすべてスキップしま
す。ロード前使用可能であった索引は、ロー
ド後すべて使用不能とマークされます。

ルックアップ・プロパティー
これらのプロパティーを使用して、コネクターによるデータのルックアップ方法を
変更します。
「複数の一致をログに記録する」プロパティー:
Oracle Connector ステージをパラレル・ジョブ内でルックアップで実行すると、こ
の Oracle Connector ステージは Lookup ステージへの参照リンクと接続され、ルッ
クアップの結果に複数の一致があった場合の処理は Lookup ステージが対応しま
す。「複数の一致をログに記録する」プロパティーは、Oracle Connector ステージ
をサーバー・ジョブ内でルックアップ・オペレーション・モードで実行する場合に
使用します。このプロパティーを使用して、ルックアップ・ステートメントが入力
キー・レコードに対して複数の一致レコードを返した場合に、メッセージをログに
記録することができます。
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使用法
このモードの場合、1 つ以上の参照リンクによって Oracle Connector ステージと
Transformer ステージが接続されます。各入力レコードは別個にチェックされます。
コネクター内のルックアップ・ステートメントが複数の行を返した場合でも、コネ
クターが参照リンクで提供するのは最初の行のみです。このプロパティーは、その
ような状態が発生した場合にメッセージをログに記録するかどうか制御します。
以下の表に、「複数の一致をログに記録する」プロパティーの値を示します。
値

説明

なし

コネクターは、複数の一致に関するメッセー
ジをログに記録しません。

情報

コネクターは重大度が「情報」であるメッセ
ージをログに記録します。

警告

コネクターは重大度が「警告」であるメッセ
ージをログに記録します。

致命的

コネクターは、重大度が「致命的」であるメ
ッセージをログに記録し、ジョブを停止しま
す。

ランタイム列伝搬
ランタイム列伝搬を使用して、ジョブ実行時、欠落している列がコネクターによっ
てリンク・スキーマに自動的に追加されるようにできます。

使用法
ステージでランタイム列伝搬を使用可能にするには、事前に InfoSphere DataStage
Administrator Clientからプロジェクト・レベルでパラレル・ジョブのランタイム列伝
搬を使用可能にする必要があります。ステージの出力リンクのランタイム列伝搬を
使用可能にするには、「列」ページで「ランタイム列伝搬」チェック・ボックスを
選択します。
ランタイム列伝搬を使用可能にすると、コネクターは、データベースに対して実行
した照会ステートメントの結果セット内の列を実行時に検査します。コネクター
は、それらの列を、出力リンクに定義されている列と比較します。結果セットには
存在するが出力リンクには存在しない列は、リンクに追加されます。出力リンクに
は存在するが照会の結果セットには存在しない列は、リンクから削除されます。
ランタイム列伝搬が有効になっているジョブ内で Oracle Connector が実行時に動的
に列をリンクに追加し、リンク列がデータベース内の LONG 表列または LONG
RAW 表列に対応している場合、コネクターは、以下の条件を両方とも満たす可能
な最大値にリンク列の長さを設定します。
v 値が 999999 を超えない。
v この値にステージの「配列サイズ」プロパティーで指定された値を掛けても、結
果が 10485760 (10 MB のバイト数) を超えない。
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ランタイム列伝搬が有効になっていて、SELECT ステートメントに列名の SQL 式
が含まれ、列に別名が指定されていない場合、コネクターは、新規列をリンクに自
動的に追加し、SQL 式に一致する列名を指定します。
以下のルールは、SQL 式から列名を派生させる方法を示しています。
v 非英数字およびアンダースコアー (_) は、一対のアンダースコアー文字で置き換
えられます。
v ドル記号 ($) は __036__ で置き換えられます。
v 番号記号 (#) は __035__ で置き換えられます。
v 空白文字は削除されます。
v 文字置換が実行された場合、接頭部 CC_N_ が列名に追加されます。N は、
SELECT ステートメント・リスト内の SQL 式の列の索引です。SELECT ステー
トメント・リスト・リストの最初の列には索引 1 があり、2 番目の列には索引 2
があります。以下同様です。

例
以下の例では、ランタイム列伝搬の働き方を示しています。ステージでランタイム
列伝搬が有効になっていて、そのステージにステートメント SELECT COL1, RPAD
(COL2, 20, ’*’) FROM TABLE1 が指定されていて、さらに出力リンクには COL1 と
COL2 という 2 列が定義されているものとします。ランタイム列伝搬が有効になっ
ているので、コネクターは、位置ではなく、名前でのみ列をマッチングしようとし
ます。SELECT ステートメントの COL1 列は出力リンクの COL1 列にマップされ
ますが、SQL 式 RPAD (COL2, 20, '*') は、出力リンクのどの列にもマップされま
せん。したがって、コネクターはリンクに列 CC_2_RPAD_COL2__20______ を追加
します。SQL 式が SELECT ステートメント・リストの 2 番目の列として存在して
いるので、新規列名では、番号 2 が列名の接頭部に使用されています。英数字以外
の文字 (, ' *) は、2 つのアンダースコアー文字に置き換えられます。SQL 式の空
白文字は削除されます。最終的に、列 COL2 はマップされていないので、コネクタ
ーはこの列を出力リンクから削除します。
ランタイム列伝搬が有効でない場合、コネクターは位置によるマッチングを行いま
す。つまり、COL1 と COL2 列はリンクに残り、リンク上の COL2 は SELECT ス
テートメントの SQL 式の値を表わします。ランタイム列伝搬が有効になっている
場合、列別名 COL2 が SQL 式に使用されると、名前によるマッピングは成功し、
リンクの既存の 2 つの列 COL1 と COL2 が使用されます。この場合の SELECT
ステートメントは SELECT COL1, RPAD(COL2, 20, ’*’) COL2 FROM TABLE1 です。

パーティション読み取り方式
Oracle Connector は、ROWID 範囲、ROWID ラウンドロビン、ROWID ハッシュ、
モジュラス、最小範囲と最大範囲、および Oracle パーティションというパーティシ
ョン読み取り方式をサポートします。
Oracle パーティション方式を除くすべてのパーティション読み取り方式では、コネ
クターは、指定された SELECT ステートメント内の WHERE 節を変更します。指
定された SELECT ステートメントに WHERE 節が含まれていない場合、コネクタ
ーが WHERE 節を追加します。
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Oracle パーティション方式の場合、コネクターは PARTITON(partition_name) 節を
追加して、指定された SELECT ステートメントを変更します。指定された
SELECT ステートメントに副照会が含まれる場合、コネクターは SELECT ステー
トメントの最初の SELECT...FROM 副照会を変更します。

ROWID 範囲のパーティション読み取り方式
ROWID 範囲のパーティション読み取り方式では、ROWID 疑似列の値を使用して読
み取る行を判別します。ROWID 疑似列は、すべての Oracle 表に組み込まれてい
て、表内の各行を一意的に識別するための ROWID 値が入っています。
ROWID 範囲方式を使用すると、コネクターは以下のステップを実行します。
1. DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューを照会して、ソース表に関するスト
レージ情報を取得します。
2. DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューの情報を使用して、各ノードの
ROWID 値の範囲を定義します。
3. 実行時、各ノードは、いくぶん変更された WHERE 節を持つ指定された
SELECT ステートメントを実行します。WHERE 節の変更により、ノードは、そ
の割り当てられた範囲内の ROWID 値を持つ行だけを読み取れるようになりま
す。指定された SELECT ステートメントに WHERE 節がない場合、コネクター
が追加します。
コネクターは、以下の場合には ROWID 範囲方式をサポートしません。
v 現在接続しているユーザーに DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューに対す
る SELECT アクセス権が付与されていない。
v コネクターが索引編成の表から読み取る。
v コネクターがビューから読み取る。
以上の場合、コネクターは警告メッセージをログに記録し、こうした制約のない
ROWID ハッシュ方式を使用します。
ROWID ラウンドロビン方式の代わりに ROWID 範囲方式を使用するのには、以下
の利点があります。
v 各ノードの SELECT ステートメントは、さほど多くの SQL 関数を必要としない
ので、あまり複雑でなくなります。
v ROWID 範囲方式では、分散が行の物理連結に基づくので、ノード間の行の分散
効率が良くなります。

ROWID 範囲のパーティション読み取り方式の使用例
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1 WHERE COL1
> 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「ROWID 範囲」に設定されて
います。
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この例では、コネクターは、各処理ノードの ROWID 範囲を計算して、各ノードで
SELECT ステートメントを実行します。ノードごとに、SELECT ステートメント
は、該当のノードに割り当てられている ROWID 範囲を指定します。SELECT ステ
ートメントは、以下のステートメントと似ていますが、実際の ROWID 範囲は以下
のように変化します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAVpAAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAVuH//’ AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAVvAAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAV0H//’ AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAV1AAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAV6H//’ AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.ROWID BETWEEN ’AAARvrAAEAAAAV7AAA’ AND
’AAARvrAAEAAAAWAH//’ AND (COL1 > 10)

ROWID ラウンドロビンのパーティション読み取り方式
ROWID ラウンドロビン方式では、DBMS_ROWID パッケージの
ROWID_ROW_NUMBER 関数を使用して、表ブロック内に存在する行の行番号を取
得します。この方式では、行番号に対して MOD 関数を使用して、ノード間で行を
均等に分散します。
ROWID 範囲方式の代わりに ROWID ラウンドロビン方式を使用するのには、以下
の利点があります。
v 現在接続しているユーザーには、DBA_EXTENTS ディクショナリー・ビューに対
する SELECT アクセス権が必要ありません。
v ROWID ラウンドロビン方式は、索引編成の表からのデータの読み取りをサポー
トします。
v ROWID ラウンドロビン方式は、ビューからのデータの読み取りをサポートしま
す。ビューの行は、表の物理行と対応する必要があります。 ROWID ラウンドロ
ビン方式では、2 つ以上の表に対する結合オペレーションから派生したビューか
らは行を読み取れません。

ROWID ラウンドロビンのパーティション読み取り方式の使用例
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1 WHERE COL1
> 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
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v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「ROWID ラウンドロビン」に
設定されています。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 0 AND
(COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 1 AND
(COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 2 AND
(COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER(TABLE1.ROWID), 4) = 3 AND
(COL1 > 10)

ROWID ハッシュのパーティション読み取り方式
ROWID ハッシュ方式は、ROWID ラウンドロビン方式と似ています。ただし、
ROWID_ROW_NUMBER 関数を使用して行番号を取得する代わりに、ROWID ハッ
シュ方式では、ORA_HASH 関数を使用して各行の ROWID 値のハッシュ値を取得
します。これにより、ROWID ハッシュ方式では、ノード間で均等に行を分散する
ために行番号に関する MOD 関数が適用されます。

ROWID ハッシュのパーティション読み取り方式の使用例
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1 WHERE COL1
> 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「ROWID ハッシュ」に設定さ
れています。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 0 AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 1 AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 2 AND (COL1 > 10)
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ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(ORA_HASH(TABLE1.ROWID), 4) = 3 AND (COL1 > 10)

モジュラスのパーティション読み取り方式
この方式を選択すると、コネクターは、ノードごとに、条件 MOD(column_name,
number_of_nodes) = node_number に当てはまる行を読み取ります。この条件では、
MOD はモジュラス関数、column_name は「パーティション読み取りの列名」プロ
パティーに指定された列の名前、number_of_nodes はステージが実行されるノードの
合計数、node_number は現行のノードの索引です。
索引は 0 から始まります。つまり、最初のノードは索引 0、2 番目のノードは索引
1 を持ちます。以下同様です。
この方式を使用するには、入力表の列名を「パーティション読み取りの列名」プロ
パティーに指定する必要があります。指定する列のデータ・タイプは NUMBER(p)
とする必要があります。ここで、p は 1 から 38 の範囲内の値です。指定する列
は、「パーティション読み取りの表名」プロパティー、「表名」プロパティー、ま
たは「SELECT ステートメント」プロパティーに指定されている表の中に含まれて
いる必要があります。「SELECT ステートメント」プロパティーの値は、他の 2
つのプロパティーのいずれにも表名を明示的に指定しなかった場合にのみ使用され
ます。

モジュラスのパーティション読み取り方式の使用例
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1 WHERE COL1
> 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが 「モジュラス」に設定されてい
ます。
v 「パーティション読み取りの列名」プロパティーが COL2 に設定され、COL2 は
TABLE1 内に NUMBER(5) として定義されています。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 0 AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 1 AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 2 AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE MOD(TABLE1.COL2, 4) = 3 AND (COL1 > 10)
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最小範囲と最大範囲のパーティション読み取り方式
この方式を指定すると、コネクターは、指定された列の最小値と最大値を計算し、
計算された範囲を副範囲に分割します。次に、各副範囲がノードに割り当てられま
す。副範囲の数は、ステージに構成されているノードの数と一致します。コネクタ
ーは、ノードごとに SELECT ステートメントを実行し、指定された列の値がそのノ
ードに割り当てられた副範囲内にある場合は、その値が入った行を返します。
この方式を使用するには、入力表の列名を「パーティション読み取りの列名」プロ
パティーに指定する必要があります。指定する列のデータ・タイプは NUMBER(p)
とする必要があります。ここで、p は 1 から 38 の範囲内の値です。指定する列
は、「パーティション読み取りの表名」プロパティー、「表名」プロパティー、ま
たは「SELECT ステートメント」プロパティーに指定されている表の中に含まれて
いる必要があります。「SELECT ステートメント」プロパティーの値は、他の 2
つのプロパティーのいずれにも表名を明示的に指定しなかった場合にのみ使用され
ます。

最小範囲と最大範囲のパーティション読み取り方式の使用例
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1 WHERE COL1
> 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、4 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが「最小範囲と最大範囲」に設定
されています。
v 「パーティション読み取りの列名」プロパティーが COL2 に設定され、COL2 は
TABLE1 内に NUMBER(5) として定義されています。
コネクターは、列 COL2 の最小値と最大値を決定します。最小値が -20 で、最大
値が 135 の場合、コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実
行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 <= 18 AND (COL1 > 10)

ノード 2
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 BETWEEN 19 AND 57 AND (COL1 > 10)

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 BETWEEN 58 AND 96 AND (COL1 > 10)

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 WHERE TABLE1.COL2 >= 97 AND (COL1 > 10)

Oracle パーティションのパーティション読み取り方式
この方式を指定した場合、コネクターが表内のパーティション数を決定し、この表
パーティションに一致するようにノード数を動的に構成します。コネクターは、各
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ノードを 1 つの表パーティションに関連付けます。ノードごとに、コネクターは、
該当ノードに関連したパーティションに属する行を読み取ります。
このオペレーションを実行するには、コネクターは、PARTITION(partition_name) 節
を SELECT ステートメントに追加します。partition_name は、現行ノードに関連し
たパーティションの名前です。つまり、「SELECT ステートメント」プロパティー
に値を指定する場合は、PARTITION または SUBPARTITION 節を含めません。
コネクターは、実行時にノードの数を動的に調整することができます。ただし、こ
のプロセスを実行する場合は、デザイン時に「ステージ」ウィンドウの「詳細」ペ
ージを使用してノード構成を制約することはしないでください。デザイン時にノー
ド構成が制約されている場合、結果のノード数が表内のパーティション数と一致し
ないと、コネクターはエラーを返し、ジョブは失敗します。

Oracle パーティションのパーティション読み取り方式の使用例
この例では、Oracle Connector は以下のように構成されます。
v 「SELECT ステートメント」プロパティーが SELECT * FROM TABLE1 WHERE COL1
> 10 に設定されています。
v 「パーティション読み取りの表名」プロパティーが TABLE1 に設定されていま
す。
v コネクターは、5 つのノードにおいてパラレル・モードで実行するように構成さ
れています。
v 「パーティション読み取り方式」プロパティーが「Oracle パーティション」に設
定されています。
v TABLE1 には以下の 4 つのパーティションがあります。
CREATE TABLE TABLE1
(
COL1 NUMBER(10),
COL2 DATE
)
PARTITION BY RANGE (COL2)
(
PARTITION PART1 VALUES LESS
PARTITION PART2 VALUES LESS
PARTITION PART3 VALUES LESS
PARTITION PART4 VALUES LESS
);

THAN
THAN
THAN
THAN

(TO_DATE(’01-JAN-2006’,’DD-MON-YYYY’)),
(TO_DATE(’01-JAN-2007’,’DD-MON-YYYY’)),
(TO_DATE(’01-JAN-2008’,’DD-MON-YYYY’)),
(MAXVALUE)

コネクターは、TABLE1 に PART1、PART2、PART3、および PART4 という 4 つ
のパーティションがあると判断します。コネクターは、4 つの処理ノードでステー
ジを実行する必要があると結論付けます。ステージは、5 つのノードで実行するよ
うに構成されているので、コネクターは、5 番目のノードをノードのリストから削
除し、ノードのリストが調整され、ステージが 4 つのノードで実行されることを示
す情報メッセージをログに記録します。
コネクターは、各ノードで以下の SELECT ステートメントを実行します。
ノード 1
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART1) WHERE COL1 > 10

ノード 2
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SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART2) WHERE COL1 > 10

ノード 3
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART3) WHERE COL1 > 10

ノード 4
SELECT * FROM TABLE1 PARTITION(PART4) WHERE COL1 > 10

Oracle Connector のパーティション・タイプ
範囲パーティション化された表、リスト・パーティション化された表、または間隔
パーティション化された表に書き込む場合、Oracle Connector のパーティション・
タイプにより、入力レコードの分布が表内のパーティションの編成と合致するよう
になります。
Oracle Connector のパーティション・タイプが選択されている場合、コネクター
は、まず表のパーティション情報を取得します。ほとんどの場合、コネクターは、
コネクターがデータを書き込む表のパーティション情報を使用します。このため、
表名は、通常「表名」プロパティーに指定するか、INSERT、UPDATE、または
DELETE SQL のステートメントによって暗黙に指定されます。1 つの表のパーティ
ション情報を使用するが、データを別の表に書き込むようにコネクターを構成する
には、表名を「パーティション書き込みの表名」プロパティーに指定します。
コネクターは、パーティション書き込みのための表名を判別した後で、実行場所と
なるノード・セットを判別します。コネクターは、表にあるパーティションの数を
判別し、各パーティションに 1 つずつノードを関連付けます。パーティション数は
ノード数と一致する必要があります。ノード数とパーティション数の不一致が発生
する可能性があるのは、以下のような場合です。
v

パラレル処理ノードの構成で、リソース制約が指定されている。構成で制約が指
定されている場合、コネクターは処理ノード・セットを動的に変更できません。
その結果、コネクターはエラーを報告して、オペレーションを停止します。

v ステージに構成されているノード・リストに含まれるノードが表内のパーティシ
ョン数よりも多い。この場合、コネクターは、リストの終わりにある余分のノー
ドを削除します。
v ステージに構成されているノード・リストに含まれるノードが表内のパーティシ
ョン数よりも少ない。この場合、コネクターは、リストの終わりにノードを追加
します。追加される各ノードの定義は、オリジナル・リストの最後のノードの定
義と一致します。
次に、コネクターは、各入力レコードの送信先のノードを決定します。受け取るレ
コードごとに、コネクターは、表のパーティション・キーを構成する表列に対応す
るフィールドにあるデータを調べます。コネクターは、こうした値を表の個別のパ
ーティションに指定された境界値と比較し、レコードが保存されるパーティション
を決定します。ノード数はパーティション数と一致し、各パーティションには 1 つ
のノードしか割り当てられていないので、コネクターは各パーティションに関連し
たノードにレコードを送り、そのノードはレコードをデータベースに書き込みま
す。
コネクターが表内のパーティション数と、表のパーティション化に用いられたパー
ティション化タイプの両方を判別するには、ジョブ実行前に表がデータベース内に
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存在している必要があります。このルールの唯一の例外は、「表のアクション」プ
ロパティーが「作成」または「置換」に設定され、「CREATE ステートメント」プ
ロパティーが CREATE TABLE ステートメントを指定している場合です。この場
合、コネクターは CREATE TABLE ステートメントを分析して、実行時に表が作成
された時点での表のパーティション数とパーティション・タイプを判別します。コ
ネクターはこの情報を使用して、ステージの実行場所のノードの数を決定します。

ステージの順次モード実行、エラー報告、またはその両方の原因とな
る条件
サポートされるパーティション・タイプが表で使用されているが、表のパーティシ
ョン・キーに仮想列が含まれている場合、コネクターは順次実行を強制しません。
代わりに、コネクターは、表パーティション数と等しい数のノードで実行します。
ただし、データを処理するノードは 1 つだけであるので、事実上、コネクターは順
次モードで実行します。
「表のアクション」プロパティーが「作成」または「置換」に設定され、「実行時
に CREATE ステートメントを生成」プロパティーが「はい」に設定されている場
合、コネクターは表をパーティション化された表として作成しません。このため、
コネクターは、表パーティションをノードに関連付けることができません。この場
合、コネクターは警告をログに記録して、ステージを順次モードで実行します。
表が存在せず、「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーまたは「BEFORE
SQL (ノード) ステートメント」プロパティーで CREATE TABLE ステートメント
が指定されている場合、コネクターはエラーを報告します。コネクターは、表を作
成する BEFORE SQL ステートメントを実行する前に、パーティション数とパーテ
ィション・タイプを判別しようとするため、エラーが報告されます。
「表スコープ」プロパティーが「単一パーティション」または「単一サブパーティ
ション」に設定されている場合、コネクターはステージを順次モードで実行し、警
告をログに記録します。この場合、コネクターは、ただ 1 つのパーティションまた
はサブパーティションにデータを書き込むように明示的に構成されます。したがっ
て、このパーティションまたはサブパーティションには、ノードが 1 つしか割り当
てられません。

標準 Oracle パーティション・タイプのサポート
Oracle Connector ステージで Oracle Connector のパーティション・タイプを使用す
ると、Oracle データベース上の範囲パーティション化された表、リスト・パーティ
ション化された表、または間隔パーティション化された表に書き込むことができま
す。
以下の表に、Oracle Connector のパーティション・タイプでサポートされる標準の
Oracle パーティション・タイプを示します。この表では、Oracle Connector のパー
ティション・タイプが選択され、コネクターが各方法でパーティション化された表
にデータを書き込む場合に、Oracle Connector が実行するアクションについても説
明します。
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表 17. Oracle Connector ステージで Oracle Connector のパーティション・タイプを使用す
る場合の Oracle パーティション・タイプのサポートの有無
Oracle パーティション・タ
イプ

サポート

v 範囲

サポートされる

コネクターは、パーティショ
ン・キー列に対応するレコー
ド・フィールドの値を調べ
て、レコードが属するパーテ
ィションを判別し、その表パ
ーティションに関連したノー
ドに各レコードをリダイレク
トします。

サポートされる

コネクターは、パーティショ
ン・キー列に対応するレコー
ドの値を調べて、レコードが
属するパーティションを判別
し、その表パーティションに
関連したノードにそのレコー
ドをリダイレクトします。

ハッシュ

サポートされない

コネクターはステージを順次
モードで実行して、警告メッ
セージをログに記録します。

v 間隔

サポートされる

コネクターは、パーティショ
ン・キー列に対応するレコー
ドの値を調べて、レコードが
属するパーティションを判別
します。レコードがジョブ開
始時に存在したパーティショ
ンの 1 つに属している場
合、コネクターはその表パー
ティションに関連したノード
にそのレコードをリダイレク
トします。それ以外の場合、
コネクターは、動的に作成さ
れる新規パーティションへの
レコードのロード用に予約さ
れた特殊なノードにレコード
をリダイレクトします。

参照資料

サポートされない

コネクターはステージを順次
モードで実行して、警告メッ
セージをログに記録します。

仮想

サポートされない

コネクターはステージを順次
モードで実行して、警告メッ
セージをログに記録します。

システム

サポートされない

コネクターはステージを順次
モードで実行して、警告メッ
セージをログに記録します。

v 複合範囲 - 範囲
v 複合範囲 - リスト
v 複合範囲 - ハッシュ

v リスト
v 複合リスト - 範囲
v 複合リスト - リスト
v 複合リスト - ハッシュ

v 複合間隔 - 範囲
v 複合間隔 - リスト
v 複合間隔 - ハッシュ
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コネクターが実行するアクシ
ョン

サポートされる書き込み方式
Oracle Connector をターゲットとして構成する場合、サポートされる書き込み方式
を使用して、Oracle 表または書き込み可能ビューに行を書き込むことができます。
以下の表では、書き込みモードをリストし、各書き込みモードでコネクターがター
ゲット表に対して実行する操作について説明します。
表 18. 書き込みモードおよび説明
書き込みモード

説明

挿入

コネクターは、入力リンクからレコードを行
としてターゲット表に挿入しようとします。

更新

コネクターは、ターゲット表内で入力リンク
に到着したレコードに対応する行を更新しよ
うとします。一致するレコードは、キー列と
してマークされたリンク列に対応する値によ
って識別されます。

削除

コネクターは、ターゲット表内で入力リンク
に到着したレコードに対応する行を削除しよ
うとします。一致するレコードは、キー列と
してマークされたリンク列に対応する値によ
って識別されます。

新規の行のみを挿入

この書き込みモードの動作は、挿入書き込み
モードの動作と非常によく似ています。ただ
し、この書き込みモードを選択した場合、主
キーまたはユニークの制約が原因でデータベ
ースに書き込みできなかったレコードは無視
され、コネクターは残りのレコードを処理し
ます。主キーまたはユニークの制約違反以外
のエラーがあった場合、コネクターはやはり
致命的エラーをログに記録し、ジョブを停止
します。

挿入してから更新

入力レコードごとに、コネクターは、まずレ
コードを新規行としてターゲット表に挿入し
ようとします。主キーまたはユニーク制約の
ために、挿入オペレーションが失敗した場
合、コネクターは、ターゲット表内の既存の
行を入力レコードの新規値で更新します。

更新してから挿入

入力レコードごとに、コネクターは、まずタ
ーゲット表内で一致する行を見つけ、その行
を入力レコードの新規値で更新します。行が
見つからない場合、コネクターは、レコード
を新規行としてターゲット表に挿入します。

削除してから挿入

入力レコードごとに、コネクターは、まずタ
ーゲット表内の一致する行を削除しようとし
ます。次に、実際に行が削除されるか否かに
関係なく、コネクターは、INSERT ステート
メントを実行して、レコードを新規行として
ターゲット表に挿入します。
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表 18. 書き込みモードおよび説明 (続き)
書き込みモード

説明

PL/SQL ブロック

入力レコードごとに、コネクターは、指定さ
れた PL/SQL ブロックを実行します。

バルク・ロード

コネクターは、Oracle ダイレクト・パス・ロ
ード方式で、データのバルク・ロードを行い
ます。

リジェクト条件
Oracle Connector をジョブ内のターゲットとして使用する場合、リジェクト・リン
クを追加して、リジェクトされたレコードをターゲット・ステージに送ることがで
きます。リジェクト条件により、レコードがリジェクトされる時点が決まります。
以下のリジェクト条件を設定できます。
行が更新されなかった - 更新モード
コネクターがこの条件をチェックするのは、「書き込みモード」プロパティ
ーが「更新」に設定されている場合のみです。コネクターはターゲット表内
の行を更新しようとし、そのオペレーションは成功しますが、データベース
は更新された行がないことを報告します。例えば、入力レコード内のキー・
フィールド値が、ターゲット表内のいずれの行のキー列値とも一致しない場
合、このリジェクト条件に該当します。
この条件には対応する Oracle エラー・コードおよびエラー・メッセージが
ありません。
行が更新されなかった - 挿入してから更新モード
コネクターがこの条件をチェックするのは、「書き込みモード」プロパティ
ーが「挿入してから更新」に設定されている場合のみです。コネクターはタ
ーゲット表内の行を更新しようとし、そのオペレーションは成功しますが、
データベースは更新された行がないことを報告します。
例えば、以下の状態では、行が更新されません。入力レコード内のキー・フ
ィールド値が、ターゲット表内のいずれの行のキー列値とも一致しないとし
ます。ただし、残りのフィールドの 1 つ以上のフィールド値が、表内でユ
ニーク・キーまたは主キーの制約に違反しているとします。この場合、
INSERT ステートメントは制約違反のために失敗します。また、UPDATE
ステートメントの WHERE 節で指定された条件を満たす一致行が表内にな
いため、UPDATE ステートメントでは行はまったく更新されません。
この条件には対応する Oracle エラー・コードおよびエラー・メッセージが
ありません。
行が削除されなかった
コネクターがこの条件をチェックするのは、「書き込みモード」プロパティ
ーが「削除」に設定されている場合のみです。コネクターはターゲット表内
の行を削除しようとし、そのオペレーションは成功しますが、データベース
は削除されたデータがないことを報告します。この状態は、入力レコード内
のキー・フィールド値がターゲット表のどの行のキー列値とも一致しない場
合に発生する可能性があります。
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この条件には対応する Oracle エラー・コードおよびエラー・メッセージが
ありません。
SQL エラー - 制約チェック
この条件が発生するのは、制約チェックのためにオペレーションを完了でき
ない場合です。場合によっては、この SQL エラーが発生しても、レコード
がリジェクト・リンクに送られない場合があります。例えば、「書き込みモ
ード」プロパティーが「挿入してから更新」に設定されているが、主キー制
約のために挿入オペレーションが失敗した場合、コネクターは、レコードを
リジェクト・リンクに送るのではなく、行の更新を試みます。ただし、選択
されたリジェクト条件のいずれかで更新オペレーションが失敗した場合は、
コネクターは入力レコードをリジェクト・リンクに送ります。
SQL エラー - タイプ不一致
この条件が発生するのは、レコードのデータ値がターゲット表の対応する列
のデータ・タイプと整合しない場合です。この場合、Oracle はデータを変換
できず、エラーを返します。
SQL エラー - データ切り捨て
この条件が発生するのは、リンク上の列のデータ・タイプとターゲット表内
の列のデータ・タイプに互換性があるが、サイズが一致しないためにデータ
が失われた場合です。
SQL エラー - 文字セット変換
この条件が発生するのは、レコード内の 1 つ以上の NChar 列、NVarChar
列、または LongNVarChar 列に Unicode データが含まれており、
NLS_CHARACTERSET データベース・パラメーターで指定されているデータベ
ース文字セットにそのデータが変換される際に変換エラーが発生した場合で
す。
SQL エラー - パーティション
この条件が発生するのは、コネクターがレコードをパーティション表内の特
定のパーティションに書き込もうとしたが、指定されたパーティションがそ
のレコードが属するパーティションではない場合です。
SQL エラー - XML 処理
この条件が発生するのは、XML データにエラーがあるために、XML デー
タ文書を含むレコードを表の XMLType 列に挿入できない場合です。例え
ば、指定された XML 文書が正しい形式でない場合、あるいはその文書が
その XML スキーマとの関連で無効である場合に、このエラー条件が発生
します。
SQL エラー - その他
この条件には、他のいずれかのリジェクト条件で明示的にカバーされていな
いすべての SQL エラーが含まれます。

空白文字、NULL 値、および空ストリング値
Oracle Connector がデータベースでデータの読み書きを行う場合、コネクターは
SPACE、TAB、CR (復帰)、LF (改行) などの空白文字を常に保持します。また、コ
ネクターは、「末尾ブランクを保持」プロパティーが「いいえ」に設定されていな
い限り、テキスト値から先行または末尾の空白文字をトリムしません。
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Oracle データベースは、テキスト列内で空ストリング値をサポートしません。代わ
りに Oracle データベースでは、これらの値は NULL 値として扱われます。
値を固定サイズのテキスト列に書き込む前に、Oracle データベースではすべての空
でない値にスペース文字を埋め込みます。
例えば、以下のステートメントを使用して TABLE1 という名前のターゲット表を作
成し、この表にデータを挿入またはバルク・ロードするようにコネクターを構成す
るとします。
CREATE TABLE TABLE1 (COL1 VARCHAR2(10) NULL, COL2 CHAR(3) NULL);

以下の表は、TABLE1 に保管される、COL1 および COL2 列の入力データと、対応
する値を示しています。この表では、半角ダッシュ (-) はスペース文字を表わしま
す。
表 19. データベースに保管される入力列の値と対応する表の値の例
列の値

表の値

"VAL1-1-", "V1-"

"VAL1-1-", "V1-"

"V2--", "2-"

"V2--", "2--"

"-", "-"

"-", "---"

"3", NULL

"3", NULL

NULL, "4"

NULL, "4--"

"", ""

NULL, NULL

NULL, NULL

NULL, NULL

ディクショナリー・ビュー
特定のタスクを完了するには、Oracle Connector が 1 セットの Oracle ディクショ
ナリー・ビューにアクセスできるようになっている必要があります。
以下の表では、それぞれのディクショナリー・ビューを Oracle Connector がどのよ
うに使用するかについて説明します。
表 20. Oracle Connector による Oracle ディクショナリー・ビューの使用法
ディクショナリー・ビュー

使用法

以下のタスクで必要

ALL_CONSTRAINTS

表の制約のリストを取得しま
す。

v 表定義のインポート

表の索引のリストを取得しま
す。

v 表定義のインポート

ALL_INDEXES

v 制約の有効化および無効化

v 再作成する索引リストの判
別
v 表の編成方法 (ヒープ表と
して編成または索引別に編
成) の判別
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表 20. Oracle Connector による Oracle ディクショナリー・ビューの使用法 (続き)
ディクショナリー・ビュー

使用法

以下のタスクで必要

ALL_OBJECTS

ユーザーが指定するオブジェ
クトについて、表名やビュー
名などの追加メタデータを取
得します。

指定するオブジェクトによっ
て異なります。例えば、
Oracle パーティションに基づ
くパラレル読み取りの場合、
コネクターは、このビューに
アクセスして、オブジェク
ト・タイプ (表かビューのい
ずれか) およびパーティショ
ンとサブパーティションを判
別します。

ALL_PART_COL_
STATISTICS

表内の各パーティションの境
界 (高) 値を判別します。

パーティション表への書き込
み

ALL_PART_KEY_COLUMNS

表のパーティション・キーに
ある列のリストを判別しま
す。

パーティション表への書き込
み

ALL_PART_TABLES

表で使用するパーティション
方式を判別します。Oracle
Connector のパーティショ
ン・タイプを選択すると、
Oracle Connector はこのビュ
ーの情報を使用して各レコー
ドが属するパーティションを
判別し、そのパーティション
に関連付けられたノードにそ
のレコードを送信します。

パーティション表への書き込
み

ALL_TAB_COLS

パーティション表に対するア
v データ・タイプ、データ
長、精度、およびスケール クションの実行
などの列メタデータを判別
して、列が仮想列であるか
どうかを判別します。
v 「モジュラス」または
「最小範囲と最大範囲」の
パーティション読み取り方
式が指定されている場合、
列が存在するかどうか、ま
た正しいデータ・タイプで
あるかどうかを判別しま
す。

ALL_TAB_PARTITIONS

パーティション表内のパーテ
ィションの数および名前を判
別します。

パーティション表に対するア
クションの実行

ALL_TAB_SUBPARTITIONS

複合パーティション表内のす
べてのサブパーティションの
数および名前を判別します。

パーティション表に対するア
クションの実行

第 3 章 Oracle Connector

87

表 20. Oracle Connector による Oracle ディクショナリー・ビューの使用法 (続き)
ディクショナリー・ビュー

使用法

以下のタスクで必要

ALL_TABLES

現行ユーザーがアクセスでき
る表のリストを判別します。

v 表定義のインポート
v ユーザーのデフォルト表ス
ペースとして SYSTEM 表
スペースまたは SYSAUX
表スペースを備えた表を持
つユーザーの識別
v 指定された表がパーティシ
ョン化されているかどうか
の判別

ALL_VIEWS

現行ユーザーがアクセスでき
るビューを判別します。

インポートできるビューの識
別

ALL_XML_TAB_COLS

列定義に指定された XML ス XMLType 列を含む表のメタ
トレージ・オプションを判別 データのインポート
します。

ALL_XML_TABLES

表定義に指定された XML ス XMLType 列を含む表のメタ
トレージ・オプションを判別 データのインポート
します。

DBA_EXTENTS

表ストレージ編成に関する情
報を収集します。

ROWID 範囲のパーティショ
ン読み取り方式を使用した、
パーティション表からの読み
取り。このビューに対する選
択アクセス権が付与されてい
ない場合、コネクターは、
ROWID ハッシュのパーティ
ション読み取り方式に自動的
に切り替えます。

DUAL

コネクターがオペレーション
に必要とする各種の中間値を
取得し、計算します。

表に対するアクションの実行

USER_TAB_PRIVS

特定のディクショナリー・ビ
ュー (DBA_EXTENTS ビュ
ーなど) に対する選択特権が
現行ユーザーに付与されてい
るかどうかを判別します。現
行ユーザーに選択特権が付与
されていない場合、コネクタ
ーは修正アクションを実行し
ます。

ディクショナリー・ビューへ
のアクセス

例外表
データのバルク・ロード後に制約を有効にするようにコネクターを構成すると、コ
ネクターは、制約に違反した行の ROWID 値を例外表に保管します。
例外表のフォーマットは、utlexcpt.sql スクリプトおよび utlexcpt1.sql スクリ
プトに指定します。これらのスクリプトは、Oracle インストール・ディレクトリー
にあります。例えば、Microsoft Windows でのインストールの場合、スクリプトは
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%ORACLE_HOME%¥RDBMS¥ADMIN ディレクトリーにあります。utlexcpt.sql スクリプト
は、従来の表で使用される物理 ROWID 値を受け入れる例外表のフォーマットを定
義します。utlexcpt1.sql スクリプトは、従来の表と索引編成の表の両方で使用さ
れる汎用 ROWID (UROWID) 値を受け入れる例外表のフォーマットを定義します。
データベースに既に例外表がある場合、その表では、ターゲット表のタイプに対応
するスクリプトに指定されたフォーマットを使用する必要があります。そうでない
と、コネクターは、表フォーマットに関する致命的エラーを報告し、ジョブは停止
します。
例外表を指定しない場合、以下のアクションが発生します。
v コネクターは制約を有効にしようとします。制約に違反する行が表に含まれる場
合、オペレーションは失敗します。
v 制約に違反した行を自動的に削除するようにコネクターを構成できなくなりま
す。
v

リジェクト・リンクを定義し、そのリジェクト・リンクで「SQL エラー - 制約
違反」条件を選択した場合、ジョブは失敗し、例外表が必要なことを示すメッセ
ージ IIS-CONN-ORA-001058 がジョブ・ログに書き込まれます。

Oracle Connector が使用する環境変数
Oracle Connector は、Oracle Connector の動作方法に影響を及ぼす環境変数のほか
に、Oracle 環境変数、およびローカル・オペレーティング・システムの環境変数を
照会して使用します。
ライブラリー・パス
この変数には、Oracle クライアント・ライブラリーが保存されているディレ
クトリーを含める必要があります。以下の表に、各オペレーティング・シス
テムのライブラリー・パス変数の名前をリストします。
オペレーティング・システム

ライブラリー・パス変数の名前

HP-UX

LD_LIBRARY_PATH または SHLIB_PATH

IBM AIX

LIBPATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

Microsoft Windows

PATH

LOCAL
この Oracle 環境変数は、デフォルトのリモート Oracle サービスを指定し
ます。この変数が定義されていると、コネクターは、接続要求を受け入れる
Oracle リスナーを使用して、指定されたデータベースに接続します。この変
数は、Microsoft Windows 専用です。Linux および UNIX の場合は、
TWO_TASK 環境変数を使用します。
ORACLE_HOME
この Oracle 環境変数は、Oracle クライアントのインストールのホーム・デ
ィレクトリーの位置を指定します。コネクターは、この変数を使用して、
Oracle データベースと接続するために必要な tnsnames.ora 構成ファイルを
見つけます。コネクターは、tnsnames.ora ファイルを
ORACLE_HOME/network/admin ディレクトリー内で検索します。
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ORACLE_SID
この Oracle 環境変数は、デフォルトのローカル Oracle サービスを指定し
ます。この変数が定義されていると、コネクターは、指定されたデータベー
スに接続し、Oracle リスナーを使用しません。Microsoft Windows では、こ
の環境変数を Windows レジストリー内で指定できます。
ORACLE_SID と TWO_TASK または LOCAL の両方が定義されている場合は、
TWO_TASK または LOCAL が優先します。
TWO_TASK
この Oracle 環境変数は、デフォルトのリモート Oracle サービスを指定し
ます。この変数が定義されていると、コネクターは、接続要求を受け入れる
Oracle リスナーを使用して、指定されたデータベースに接続します。この変
数は、Linux および UNIX 専用です。Microsoft Windows の場合は、LOCAL
環境変数を使用します。
ORACLE_SID と TWO_TASK または LOCAL の両方が定義されている場合は、
TWO_TASK または LOCAL が優先します。
TNS_ADMIN
この Oracle 環境変数は、tnsnames.ora 構成ファイルが含まれるディレクト
リーの位置を指定します。この変数が指定されていると、Oracle Connector
が構成ファイルを見つけようとするときに、ORACLE_HOME 環境変数の値に優
先します。コネクターは、tnsnames.ora ファイルを TNS_ADMIN ディレクト
リーの直下で検索します。
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第 4 章 Oracle Enterprise ステージ
Oracle Enterprise ステージは、Oracle データベースに対するデータの読み書きに使
用できるデータベース・ステージです。また、Lookup ステージと併用することで、
Oracle データベースによってホストされるルックアップ・テーブルにアクセスでき
ます。
IBM InfoSphere DataStage を使用して Oracle データベースにアクセスする場合、一
連の接続オプションから選択できます。ほとんどの新規ジョブには、Oracle
Enterprise ステージよりも優れた機能とパフォーマンスを提供する、Oracle
Connector ステージを使用します。
Oracle Enterprise ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する場合
は、コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用するた
めにジョブをマイグレーションします。
Oracle Enterprise ステージには、単一入力リンクと単一リジェクト・リンク、あるい
は、単一出力リンクまたは出力参照リンクを設定できます。
このステージでは、次のいずれかの処理が実行されます。
v 必要に応じて、挿入または更新、あるいはその両方を行って Oracle 表を更新しま
す。データは配列として作成され、Oracle ホスト配列処理を使用して書き込まれ
ます。
v Oracle 表をロードします (Oracle 高速ローダーを使用)。
v Oracle 表を読み取ります。
v Oracle 表から行を削除します。
v Oracle 表に対して直接ルックアップを実行します。
v Oracle 表をメモリーにロードしたあとで、ルックアップを実行します。
ルックアップ・データのソースとして Oracle ステージを使用している場合、列の命
名に関して特に注意しなければなりません。 ソース・データ・セットとルックアッ
プ・データ・セットの両方に同名の列がある場合、ソース・データ・セットの列が
出力データとなることに注意してください。この列をルックアップ・データ・ソー
スの列で置換するには、ルックアップを実行する前に、ソース・データ列をドロッ
プしなければなりません (例えば、Modify ステージを使用してドロップできます)。
ルックアップの実行について詳しくは、「IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイド」を参照してください。
Oracle Enterprise ステージの編集時には、Oracle Enterprise ステージ・エディターが
表示されます。
ステージ・エディターのページ数はデータベースに書き込みと読み取りのどちらを
実行するかによって変わり、最大で次の 3 ページが表示されます。
v 「ステージ」ページ。常に表示され、ステージの全般的な情報を指定する際に使
用します。
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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v 「入力」ページ。Oracle データベースに書き込みを行う場合に表示されます。こ
こで、書き込むデータの詳細を指定します。
v 「出力」ページ。Oracle データベースから読み取る場合、または Oracle データ
ベースにルックアップを実行する場合に表示されます。ここで、読み取るデータ
の詳細を指定します。
注: Oracle ダイレクト・パス・ロードの場合は、クライアントのバージョンはサー
バーのバージョン以前でなければなりません。$ORACLE_HOME/lib および
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリー内のライブラリーを使用するための読み取り
および実行許可と、$ORACLE_HOME 内のすべてのファイルの読み取り許可が必要
です。この許可がない場合は、Oracle enterprise ステージを使用して Oracle に接続
する際に問題が発生することがあります。

Oracle データベースへのアクセス
Oracle Enterprise ステージを使用する前に、環境変数の値を設定し、必要なロールお
よび特権を持っていることを確認する必要があります。

始める前に
Oracle 標準クライアントをインストールします。Oracle Instant Client のみがインス
トールされている場合、ステージは使用できません。

手順
1. ユーザー定義の環境変数 ORACLE_HOME を作成し、これに $ORACLE_HOME
パス (例えば /disk3/oracle10g) を設定します。
2. PATH に ORACLE_HOME/bin を追加し、LIBPATH、LD_LIBRARY_PATH、ま
たは SHLIB_PATH に ORACLE_HOME/lib を追加します。
3. 有効な Oracle ユーザー名と対応するパスワードを使用して、Oracle へのログイ
ン権限を取得します。ユーザー名とパスワードはアクセスに使用する前に Oracle
で承認される必要があります。
4. 次のものに対する SELECT 特権を取得します。
v DBA_EXTENTS
v DBA_DATA_FILES
v DBA_TAB_PARTITONS
v DBA_TAB_SUBPARTITONS
v DBA_OBJECTS
v ALL_PART_INDEXES
v ALL_PART_TABLES
v ALL_INDEXES
v SYS.GV_$INSTANCE (Oracle Parallel Server の使用時のみ)
注: APT_ORCHHOME/bin は、PATH 内で ORACLE_HOME/bin より前に置く
必要があります。
次のようにして、適切な SELECT 特権を持つロールを作成できます。
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CREATE ROLE DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_extents to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_data_files to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_partitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_subpartitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_objects to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_indexes to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_tables to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_indexes to DSXE;
ロールを作成後、それを IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブを実
行するユーザーに、以下のように認可します。
GRANT DSXE to <oracle userid>;

特殊文字 (# と $) の処理
IBM InfoSphere DataStage の中で、番号記号 (#) 文字とドル記号 ($) 文字は予約済
みです。列名にこれらの文字を使用する Oracle データベースに接続する場合、文字
が正しく処理されるようにするためのステップを実行する必要があります。

このタスクについて
InfoSphere DataStage は、この文字を内部フォーマットに変換し、必要に応じて元に
戻します。
この機能を利用するには、次のタスクを行う必要があります。
v Oracle の列名で、ストリング「__035__」と「__036__」を使用しないでくださ
い。「__035__」は # の内部表記で、「__036__」は $ の内部表記です。
ジョブの中でこの機能を使用するときは、プラグインのメタデータ・インポート・
ツールを使用してメタデータをインポートし、メタデータを手動で入力しないよう
にしてください。
表定義をロードしたら、表定義とデータ・ブラウザーの両方で元の Oracle 名ではな
く内部列名が表示されます。内部列名は出力仕様と式にも使用されます。しかし、
生成される SQL ステートメントではオリジナルの名前が使用されるので、ジョブ
に手動で SQL を入力する場合は、オリジナルの名前を使用してください。
通常、Oracle Enterprise ステージでは、ステージ列名を参照する場合を除き、
ORCHESTRATE.internal_name 形式で名前を使用するところであればどこでも、外部
名を入力します。
ターゲットとして Oracle Enterprise ステージを使用するときは、外部名は以下のよ
うに入力します。
v 「ロード」オプションでは、選択リスト・プロパティーに外部名を使用します。
v アップサート・オプション、更新および挿入には、Oracle 表列名を参照する際に
外部名を使用し、ステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例えば、
次のようにします。

第 4 章 Oracle Enterprise ステージ

93

INSERT INTO tablename (A#, B$#) VALUES
(ORCHESTRATE.A__036__A__035__, ORCHESTRATE.B__035__035__B__036__)
UPDATE tablename SET B$# = ORCHESTRATE.B__035__035__B__036__ WHERE (A# =
ORCHESTRATE.A__036__A__035__)

ソースとして Oracle Enterprise ステージを使用するときは、外部名は以下のように
入力します。
v ユーザー定義 SQL 方式を使用する読み取りの場合、SELECT: の Oracle 2 列に
外部名を使用します。例えば、
SELECT M#$, D#$ FROM tablename WHERE (M#$ > 5)

v 表方式を使用する読み取りの場合、Select リストと where プロパティーで外部名
を使用します。
パラレル・ジョブで Oracle Enterprise ステージを使用してデータをルックアップす
るときは、外部名または内部名は以下のように入力します。
v ユーザー定義 SQL メソッドを使用するルックアップの場合、SELECT の Oracle
列と、追加する WHERE 節の Oracle 列には外部名を使用します。WHERE 節で
ステージ列名を参照する際には内部名を使用します。例えば、次のようにしま
す。
SELECT M$##, D#$ FROM tablename
WHERE (B$# = ORCHESTRATE.B__035__ B __036__)

v 表方式を使用するルックアップでは、選択リストと where プロパティーで外部名
を使用します。
v Oracle Enterprise ステージのアタッチ先の Lookup ステージにある「入力」ペー
ジの「プロパティー」タブでは、キー・オプションに内部名を使用します。

表のロード
ロード方式 (Oracle SQL*Loader ユーティリティーを使用) を使用して索引付きの表
をロードする場合は、「索引モード」プロパティーの値を指定する必要がありま
す。
デフォルトで、このステージでは Oracle ロード制御ファイル内に次のオプションが
設定されます。
v DIRECT=TRUE
v PARALLEL = TRUE
このアクションにより、直接パラレル・ロード・モードを使用してロードが実行さ
れます。直接パラレル・ロード・モードを使用するには、表に索引がないか、「索
引モード」プロパティーを「再作成」または「メンテナンス」に設定する必要があ
ります。表の唯一の索引が主キーまたはユニーク・キーの制約から成る場合は、代
わりに「制約を無効にする」プロパティーを使用できます。このプロパティーは、
主キーまたはユニーク・キーの制約を無効にし、ロード後にそれを再び有効にしま
す。
「索引モード」プロパティーを「再構築」に設定すると、ファイル内で次のオプシ
ョンが設定されます。
v SKIP_INDEX_MAINTENANCE=YES
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v PARALLEL=TRUE
「索引モード」プロパティーを「メンテナンス」に設定すると、ファイル内で次の
オプションが設定されます。
v PARALLEL=FALSE
環境変数 APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS を使用して、Oracle ロード制御ファイルに含ま
れるオプションを制御できます。「索引モード」プロパティーや「制約を無効にす
る」プロパティーを使わなくても、APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS 環境変数を適切に設
定することで、索引付きの表をロードできます。DIRECT オプションまたは
PARALLEL オプション、あるいはその両方を「FALSE」に設定する必要がありま
す。例えば、次のように設定します。
APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS=’OPTIONS(DIRECT=FALSE,PARALLEL=TRUE)’

この例では、ステージはパラレル・モードで実行しますが、DIRECT が FALSE に
設定されているため、直接パス・モードではなく、従来のパス・モードが使用され
ます。
APT_ORACLE_LOAD_OPTIONS を使用して PARALLEL を FALSE に設定した場合は、
「ステージ」ページの「詳細」タブで、ステージの実行モードを順次実行に設定す
る必要があります。
索引付き編成表 (IOT) をロードする場合、直接のパラレル・パス・ロードは許可さ
れていないため、DIRECT および PARALLEL のどちらも true に設定しないでくだ
さい。

Oracle に書き込むためのデータ・タイプの変換
Oracle Enterprise ステージでデータの書き込みまたはロードを行う場合、このステー
ジにより自動的に IBM InfoSphere DataStage データ・タイプから Oracle データ・
タイプへの変換が行われます。
次の表にデータ・タイプを示します。
表 21. Oracle データベースへデータを書き込む際のデータ・タイプの変換
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基礎データ・タイプ

Oracle データ・タイプ

Date

date

DATE

Time

time

DATE (マイクロ秒分解度は
サポートなし)

Timestamp

timestamp

DATE (マイクロ秒分解度は
サポートなし)

拡張がマイクロ秒の
Timestamp

timestamp[microseconds]

TIMESTAMP(6)

Decimal
Numeric

decimal (p, s)

NUMBER (p, s)

TinyInt

int8

NUMBER (3, 0)

拡張が符号なしの TinyInt

uint8

NUMBER (3, 0)

SmallInt

int16

NUMBER (5, 0)

第 4 章 Oracle Enterprise ステージ

95

表 21. Oracle データベースへデータを書き込む際のデータ・タイプの変換 (続き)
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InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基礎データ・タイプ

Oracle データ・タイプ

拡張が符号なしの SmallInt

uint16

NUMBER (5, 0)

Integer

int32

NUMBER (10, 0)

拡張が符号なしの Integer

uint32

NUMBER (10, 0)

BigInt

int64

NUMBER (19)

拡張が符号なしの BigInt

uint64

NUMBER (20)

Float
Real

sfloat

BINARY_FLOAT

Double

dfloat

BINARY_DOUBLE

長さが未定義の Binary

raw

RAW(2000)

長さが未定義の VarBinary
長さが未定義の
LongVarBinary

raw[]

RAW(2000)

長さが n の Binary

raw[n]

RAW (n)

長さが n の VarBinary
長さが n の LongVarBinary

raw[max=n]

RAW(n)

拡張および長さが未定義の
Char

string

CHAR (32)

長さが未定義の NChar
拡張が Unicode で長さが未
定義の Char

ustring

NVARCHAR (32)

拡張が未定義で長さが n の
Char

string[n]

CHAR (n)

長さが n の NChar
拡張が Unicode で長さが n
の Char

ustring[n]

NCHAR (n)

Bit

uint16

NUMBER (5)

Unknown

string[n] および ustring[n] 形
式の固定長ストリングで、長
さ <= 255 バイト

NVARCHAR(32)

拡張および長さが未定義の
LongVarChar
拡張および長さが未定義の
VarChar

string[]

VARCHAR2 (32)

長さが未定義の NVarChar
長さが未定義の
LongNVarChar
拡張が Unicode で長さが未
定義の LongVarChar
拡張が Unicode で長さが未
定義の VarChar

ustring[]

NVARCHAR2 (32)
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表 21. Oracle データベースへデータを書き込む際のデータ・タイプの変換 (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基礎データ・タイプ

Oracle データ・タイプ

拡張が未定義で長さが n の
LongVarChar
拡張が未定義で長さが n の
VarChar

string[max=n]

VARCHAR2 (n)

長さが n の NVarChar
長さが n の LongNVarChar
拡張が Unicode で長さが n
の LongVarChar
拡張が Unicode で長さが n
の VarChar

ustring[max=n]

NVARCHAR2 (n)

VARCHAR のデフォルトの長さは 32 バイトです。したがって、入力データ・セッ
トの個々の可変長ストリング・フィールドには、32 バイトが割り振られます。入力
可変長ストリング・フィールドが 32 バイトより長い場合は、ステージにより警告
が発行されます。

Oracle から読み取るためのデータ・タイプの変換
Oracle Enterprise ステージは、データを読み取るときに、Oracle データ・タイプを
IBM InfoSphere DataStage データ・タイプに自動的に変換します。
次の表にデータ・タイプを示します。
表 22. Oracle データベースからデータを読み取る際のデータ・タイプの変換
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基礎データ・タイプ

Oracle データ・タイプ

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[n] または ustring[n]

CHAR(n)

Unknown
Char
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[max = n] または
ustring[max = n]

Timestamp

Timestamp

DATE

Decimal
Numeric

decimal (38,10)

NUMBER

長さが n の固定長ストリン
グ

VARCHAR(n)

長さが n の可変長ストリン
グ
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表 22. Oracle データベースからデータを読み取る際のデータ・タイプの変換 (続き)
InfoSphere DataStage の
SQL データ・タイプ

基礎データ・タイプ

Oracle データ・タイプ

int32 (精度 (p) <11 で、スケ NUMBER(p, s)
ール (s) = 0 の場合)

Integer
Decimal
Numeric

decimal「p, s」(精度 (p)
=>11 で、位取り (s) > 0 の
場合)
未サポート

未サポート

v LONG
v CLOB
v NCLOB
v BLOB
v INTERVAL YEAR TO
MONTH
v INTERVAL MONTH TO
DAY
v BFILE

例
以下の例では、Oracle Enterprise ステージが Oracle 表からデータをルックアップす
る方法や、Oracle 表内のデータを更新する方法について説明します。

Oracle 表のルックアップ
この例では、Oracle Enterprise ステージは、Oracle 表内のデータをルックアップし
ます。このステージは、アカウント・タイプに基づいて、各カスタマーの利率をル
ックアップします。
1 次リンクに到着するデータは次のとおりです。
表 23. Oracle 表のルックアップ例
顧客

アカウント番号

アカウント・タイプ

残高

Latimer

7125678

plat

7890.76

Ridley

7238892

flexi

234.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

Hooper

7176672

flexi

3456.99

Moore

7146789

gold

424.76

これは、Oracle ルックアップ・テーブルのデータです。
表 24. Oracle 表のルックアップ例

98

アカウント・タイプ

利率

bronze

1.25

silver

1.50

接続ガイド: Oracle データベース編

表 24. Oracle 表のルックアップ例 (続き)
アカウント・タイプ

利率

gold

1.75

plat

2.00

flexi

1.88

fixterm

3.00

以下は Lookup ステージの出力です。
表 25. Oracle 表のルックアップ例
顧客

アカウント番号

アカウント・タ
イプ

残高

利率

Latimer

7125678

plat

7890.76

2.00

Ridley

7238892

flexi

234.88

1.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

1.75

Hooper

7176672

flexi

3456.99

1.88

Moore

7146789

gold

424.76

1.75

次の図で、このジョブを説明します。このステージを編集するために使用するステ
ージ・エディターは、汎用ステージ・エディターに基づいています。Data_set ステ
ージは 1 次入力を提供し、Oracle_8 ステージはルックアップ・データを提供しま
す。Lookup_1 はルックアップを実行し、得られたデータを Data_Set_3 に出力しま
す。Oracle ステージで、データを直接 Oracle データベースでルックアップするこ
とを指定し、ルックアップする表の名前を指定します。Lookup ステージでは、ルッ
クアップのキーとして使用する列を指定します。

図 4. ルックアップ・ジョブ例

次の表に、Oracle ステージのプロパティーを示します。
表 26. Oracle ステージのプロパティー
プロパティー名

設定

ルックアップ・タイプ

スパース

読み取り方式

表

表

interest
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Oracle 表の更新
この例では、Oracle Enterprise ステージは、3 つの新しい列によって Oracle 表を更
新します。
データベースには、大きな馬の健康履歴を記録します。worming 記録の詳細は、キ
ーとして既存の列「name」を使用して、メイン表に追加され、最新のデータによっ
て埋められます。新しい列のメタデータは、次のようになります。
表 27. 「プロパティー」タブの列のメタデータ
列名

キー SQL タイプ 拡張

name

はい Char

長さ

スケ
ール

NULL 可能
いいえ

wormer_type

Char

Unicode

いいえ

dose_interval

Char

Unicode

いいえ

dose_level

Char

Unicode

いいえ

「書き込み方式」として「アップサート」を指定し、「アップサート・モード」と
して「ユーザー定義 UPDATE & INSERT」を選択します。既存の name 列は
INSERT ステートメントに含まれません。INSERT ステートメントを示すプロパテ
ィーは、次のようになります。INSERT ステートメントは IBM InfoSphere
DataStage によって生成されたものですが、name 列は削除されています。
INSERT
INTO
horse_health
(wormer_type, dose_interval, dose_level)
VALUES
(ORCHESTRATE.name,
ORCHESTRATE.wormer_type,
ORCHESTRATE.dose_interval,
ORCHESTRATE.dose_level)

UPDATE ステートメントは、InfoSphere DataStage によって自動的に生成されたも
のです。
UPDATE
horse_health
SET
wormer_type=ORCHESTRATE.wormer_type,
dose_interval=ORCHESTRATE.dose_interval,
dose_level=ORCHESTRATE.dose_level
WHERE
(name=ORCHESTRATE.name)

必要最小限の操作
ジョブ内の Oracle Enterprise ステージを使用するための手順は、ステージを使用し
て実行する操作によって異なります。
このセクションでは、Oracle Enterprise ステージを使用するための必要最小限の手順
を説明します。InfoSphere DataStage 提供のユーザー・インターフェースには融通性
があり、特定の目的を達成するための方法が多数あります。このセクションでは、
基本的な方法を説明します。当製品に慣れてから、簡略化された方法を覚えてくだ
さい。
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Oracle データベースの更新
Oracle データベースを更新するには、更新方式を指定して構成し、更新操作に対し
て必ず列メタデータを指定します。

手順
1. 入力リンクの「プロパティー」タブの「ターゲット」カテゴリーで、次のように
更新方式を指定します。
a. 「書き込み方式」を「アップサート」に指定します。
b. 書き込む表を指定します。
c. 「アップサート・モード」を選択します。これにより、挿入と更新の両方を
行うのか、更新のみを行うのか、さらに IBM InfoSphere DataStage により自
動生成されるステートメントを使用するのか、ユーザー自身がステートメン
トを作成するのかを、指定できます。
d. 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」を選択した場
合は、INSERT SQL ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage
は、ベースとなるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを
編集できます。
e. 「アップサート・モード」で「ユーザー定義更新および挿入」または「ユー
ザー定義更新のみ」を選択した場合は、UPDATE SQL ステートメントを指定
します。InfoSphere DataStage は、ベースとなるステートメントを自動生成す
るので、必要に応じてこれを編集できます。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStage に接続ストリングを生成させ
ることができます。いずれの場合も、有効なユーザー名とパスワードを提供
する必要があります。自動生成オプションを使用すると、InfoSphere
DataStage はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
「オプション」カテゴリーで次の操作を行います。
f. リジェクト行をリジェクト・リンクに送る場合は、「リジェクトを出力」を
「真」に設定します (デフォルトでは「偽」です)。
2. 書き込み処理に列メタデータを必ず指定します。

Oracle データベースから行の削除
Oracle データベースから行を削除するには、データベースからの行の削除に使用さ
れる SQL ステートメントの詳細を指定します。

手順
入力リンクの「プロパティー」ページで、以下のようにプロパティーを構成しま
す。
1. 「書き込み方式」プロパティーを「行を削除」に設定します。
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2. 「行削除モード」プロパティーの値を指定します。 IBM InfoSphere DataStage
によって自動的に生成されるステートメントを使用したり、独自のステートメン
トを指定したりできます。
3. 「行削除モード」で「ユーザー定義 DELETE」を選択した場合は、使用する
DELETE SQL ステートメントを指定します。 InfoSphere DataStage は自動生成
ステートメントを提供するため、これを必要に応じて編集できます。

Oracle データベースのロード
Oracle データベースにデータをロードするには、プロパティーを構成し、列メタデ
ータを必ず定義します。

このタスクについて
この方式がデフォルトの書き込み方式です。

手順
1. 入力リンクの「プロパティー」タブの「ターゲット」カテゴリーで、次のように
指定します。
a. 「書き込み方式」を「ロード」に指定します。
b. 書き込む表を指定します。
c. 「書き込みモード」を指定します (デフォルトでは、IBM InfoSphere
DataStage は既存の表に追加します。新規表の作成、既存表の置換、または表
詳細は既存のままですべての行を置換、から選択できます)。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。いずれの場合も、有効なユーザー名とパスワードを提供す
る必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere DataStage
はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
2. 書き込み処理に列メタデータを必ず指定します。

Oracle データベースからのデータの読み取り
Oracle データベースからデータを読み取るには、プロパティーを指定し、読み取り
処理に対して必ず列メタデータを指定します。

手順
1. 出力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「読み取り方式」を選択します。デフォルトは「表」ですが、自動生成され
た SQL またはユーザーの作成した SQL を使った読み取りも選択できます。
「パーティション表」プロパティーを指定しないかぎり、読み取りは単一の
ノードに対して順番に実行されます (「パーティション表」プロパティーを指
定すると、名前付き表から取得されたパーティションを含む処理ノードに対
してパラレル実行が行われます)。
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b. 読み取る表を指定します。
c. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。IBM InfoSphere DataStage は、
ベースとなるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを編集
できます。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。いずれの場合も、有効なユーザー名とパスワードを提供す
る必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere DataStage
はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
2. 読み取り処理に列メタデータを必ず指定します。

Oracle データベース表での直接ルックアップの実行
Oracle データベース表で直接ルックアップを実行するには、ジョブをセットアップ
し、ルックアップ・プロパティーを構成し、ルックアップ処理に列メタデータを必
ず指定します。

手順
1. 参照リンクを使用して Oracle Enterprise ステージを Lookup ステージに接続し
ます。
2. 出力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「スパース」に設定します。
b. 「読み取り方式」を選択します。デフォルトは「表」(表から直接読み取る)
ですが、自動生成された SQL またはユーザーの作成した SQL を使った読み
取りも選択できます。
c. ルックアップ用に読み取る表を指定します。
d. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。IBM InfoSphere DataStage は、
ベースとなるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを編集
できます。例えば、「同等でない」を基にルックアップを実行する場合に、
これを使用します。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。いずれの場合も、有効なユーザー名とパスワードを提供す
る必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere DataStage
はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
3. ルックアップ処理に列メタデータを必ず指定します。
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Oracle データベース表でのメモリー内ルックアップの実行
Oracle データベース表でメモリー内ルックアップ処理を実行するには、ジョブをセ
ットアップし、ルックアップ・プロパティーを構成し、ルックアップ処理に列メタ
データを必ず指定します。

このタスクについて
この方式がデフォルトの方式です。

手順
1. 参照リンクを使用して Oracle Enterprise ステージを Lookup ステージに接続し
ます。
2. 出力リンクの「プロパティー」タブで、次の操作を行います。
a. 「ルックアップ・タイプ」を「ノーマル」に設定します。
b. 「読み取り方式」を選択します。デフォルトは「表」(表から直接読み取る)
ですが、自動生成された SQL またはユーザーの作成した SQL を使った読み
取りも選択できます。
c. ルックアップ用に読み取る表を指定します。
d. 読み取り方式として「ユーザー生成の SQL」を使用する場合は、使用する
SELECT SQL ステートメントを指定します。IBM InfoSphere DataStage は、
ベースとなるステートメントを自動生成するので、必要に応じてこれを編集
できます。例えば、「同等でない」を基にルックアップを実行する場合に、
これを使用します。
「接続」カテゴリーでは、接続ストリングを手動で指定するか、ユーザー名
とパスワードを指定して InfoSphere DataStageに接続ストリングを生成させる
ことができます。いずれの場合も、有効なユーザー名とパスワードを提供す
る必要があります。自動生成オプションを使った場合、InfoSphere DataStage
はパスワードを暗号化します。
デフォルトでは、InfoSphere DataStage は、ローカル・サーバーに Oracle が
あるものと見なしますが、必要であればリモート・サーバーを指定できま
す。
3. ルックアップ処理に列メタデータを必ず指定します。

「ステージ」ページ
「ステージ」ページには、「全般」、「詳細」、および「NLS マップ」の各タブが
あります。
「全般」 タブでは、ステージの説明 (省略可能) を指定できます。「詳細」タブで
は、ステージの実行方法を指定できます。システムで NLS が有効になっていると
「NLS マップ」タブが表示され、ステージの文字セット・マップを指定できます。

「詳細」タブ
「詳細」タブで、実行モード、結合可能モード、パーティション、ノード・プー
ル、およびノード・マップに影響するプロパティーを構成できます。
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このタブでは、次の値を指定できます。
v 「実行モード」。このステージは、パラレル・モードまたは順次モードで実行で
きます。パラレル・モードのデータは、構成ファイルで指定された使用可能なノ
ードと、「詳細」タブで指定される制約を満たすノードによって処理されます。
順次モードでは、コンダクター・ノードによってデータが処理されます。
v 「結合可能モード」。デフォルトは「自動」です。これにより、IBM InfoSphere
DataStage はパラレル・ステージの基になるオペレーターを組み合わせることがで
きます。その後、このタイプのステージにとって適格である場合に、オペレータ
ーは同じ処理で実行されます。
v 「パーティションの保持」。「設定」または「クリア」を選択できます。「設
定」を選択すると、読み取り処理では、次のステージでパーティションを現状の
まま維持することを要求します (この設定は書き込み処理では無視されます)。こ
のフィールドはステージに出力リンクがある場合にだけ表示されることに注意し
てください。
v 「ノード・プールとリソースの制約」。このオプションを選択すると、パラレル
実行は、グリッドで指定されたノード・プールやリソース・プールに制限されま
す。これらを選択するには、グリッドのドロップダウン・リストを使用します。
ドロップダウン・リストのデータは、構成ファイルから取り込まれます。
v 「ノード・マップの制約」。このオプションを選択すると、パラレル実行は、定
義済みノード・マップ内のノードに制約されます。ノード・マップを定義するに
は、ノード番号をテキスト・ボックスに入力するか、「参照」ボタンをクリック
して「使用可能なノード」ダイアログ・ボックスを開き、そこからノードを選択
します。これにより、(構成ファイルに定義されているすべてのノード・プールに
加えて) このステージの新規ノード・プールを効率的に定義できます。

「NLS マップ」タブ
「NLS マップ」タブで、Oracle Enterprise ステージの文字セット・マップを定義で
きます。NCHAR 型や NVARCHAR2 型など、任意のデータ・タイプに対して個別
に文字コード・セット・マップを設定できます。
この設定は、プロジェクトやジョブのデフォルトの文字セット・マップの設定値を
オーバーライドします。必要に応じて、ジョブ・パラメーターとしてマップを提供
するように指定できます。
IBM InfoSphere DataStage マップの代わりに Oracle マップを指定すれば、ロード・
パフォーマンスを上げることができます。このためには、$APT_ORCHHOME/etc に
ある oracle_cs ファイルに項目を追加し、InfoSphere DataStage マップと Oracle マ
ップを関連付けます。
oracle_cs ファイルのフォーマットは次のとおりです。
UTF-8
ISO-8859-1
EUC-JP

UTF8
WE8ISO8859P1
JA16EUC

最初の列には InfoSphere DataStage マップ名が入っており、2 番目の列には Oracle
マップ名が入っていて、これらが関連付けられます。
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上記ファイルの例では、Oracle ステージで InfoSphere DataStage マップ EUC-JP を
指定すると、Oracle マップ JA16EUC を使用してデータがロードされることになり
ます。

「入力」ページ
「入力」ページで、Oracle Enterprise ステージでデータを Oracle データベースに書
き込む方法の詳細を指定できます。Oracle Enterprise ステージでは、1 つの表に対し
て書き込みできる入力リンクは、1 つだけです。
「全般」 タブでは、入力リンクの説明 (オプション) を指定できます。「プロパテ
ィー」タブでは、リンク機能の詳細を正確に指定できます。「パーティション」 タ
ブでは、データベースに書き込む前に入力データをパーティション化する方法を指
定できます。「列」 タブでは、入力データの列定義を指定します。「詳細」 タブ
では、入力リンクのデフォルトのバッファリング設定を変更できます。
Oracle enterprise ステージのプロパティー、パーティション、フォーマット設定の詳
細について、以降のセクションで説明します。その他のタブの概要については、IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage パラレル・ジョブ開発者ガイドを参照してく
ださい。

「入力リンク・プロパティー」タブ
「プロパティー」ページで、入力リンクのプロパティーを指定することで、入力デ
ータの書き込み方式と場所を指示できます。
指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト設定
があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表
示されますが、値を指定すると黒に変わります。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあ
とに、各プロパティーの詳細説明があります。
表 28. 入力リンクのプロパティーと値
カテゴリー/プロ
パティー
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値

デフォルト

必須かどうか

「ターゲット」/
「表」

string

N/A

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ロ
ード」の場合)

「ターゲット」/
「行削除モー
ド」

「自動生成
DELETE」/「ユ
ーザー定義
DELETE」

「自動生成
DELETE」

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「行
の削除」の場合)

「ターゲット」/
「DELETE
SQL」

ストリング

N/A

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「行
の削除」の場合)
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従属

表 28. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ア
ップサート」の
場合)

「ターゲット」/
「アップサー
ト・モード」

「自動生成
「自動生成
UPDATE &
UPDATE &
INSERT」
INSERT」/「自
動生成 UPDATE
のみ」/「ユーザ
ー定義 UPDATE
& INSERT」/
「ユーザー定義
UPDATE のみ」

「ターゲット」/
「アップサート
順序」

「挿入してから
更新」/「更新し
てから挿入」

挿入してから更
新

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ア
ップサート」の
場合)

「ターゲット」/
「INSERT
SQL」

string

N/A

いいえ

N/A

「ターゲット」/
「挿入配列サイ
ズ」

数値

500

いいえ

INSERT SQL

「ターゲット」/
「UPDATE
SQL」

string

N/A

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ア
ップサート」の
場合)

「ターゲット」/
「書き込み方
式」

「行削除」/「ア
ップサート」/
「ロード」

ロード

はい

「ターゲット」/
「書き込みモー
ド」

「追加」/
「作成」/
「置換」/
切り捨て

追加

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ロ
ード」の場合)

「接続」/「DB
オプション」

string

N/A

はい

N/A

「コネクショ
ン」/「DB オプ
ション・モー
ド」

「自動生成」/
「ユーザー定
義」

「自動生成」

はい

N/A

「コネクショ
ン」/「ユーザ
ー」

string

N/A

はい (「DB オプ DB オプショ
ン・モード
ション・モー
ド」 = 「自動生
成」の場合)

「接続」/「パス
ワード」

string

N/A

はい (「DB オプ DB オプショ
ン・モード
ション・モー
ド」 = 「自動生
成」の場合)

N/A
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表 28. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

108

値

デフォルト

必須かどうか

従属

「接続」/「追加
接続オプショ
ン」

string

N/A

いいえ

DB オプショ
ン・モード

「接続」/「リモ
ート・サーバ
ー」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「リジェクト・
レコードを出
力」

「真」/「偽」

偽

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ア
ップサート」の
場合)

「オプション」/
「表にない列を
自動的にドロッ
プ」

「真」/「偽」

偽

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ロ
ード」の場合)

「オプション」/
「表編成」

「ヒープ」/「索
引」

「ヒープ」

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ロ
ード」、かつ
「書き込みモー
ド」 = 「作成」
または「置換」
の場合)

「オプション」/
「列名を切り捨
て」

「真」/「偽」

偽

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ロ
ード」の場合)

「オプション」/
「クローズ・コ
マンド」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「デフォルト・
ストリング長」

数値

32

いいえ

N/A

「オプション」/
「索引モード」

「メンテナン
ス」/
「再作成」

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「NOLOGGING
節を追加」

「真」/「偽」

偽

いいえ

「索引モード」

「オプション」/
「COMPUTE
STATISTICS 節
を追加」

「真」/「偽」

偽

いいえ

「索引モード」

「オプション」/
「オープン・コ
マンド」

string

N/A

いいえ

N/A
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表 28. 入力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

「オプション」/
「Oracle パーテ
ィション」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「主キーを作
成」

「真」/「偽」

偽

はい (「書き込
みモード」 =
「作成または置
き換え」の場合)

N/A

「オプション」/
「CREATE ステ
ートメント」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「制約と無効
化」

「真」/「偽」

偽

N/A
はい (「書き込
み方式」 = 「ロ
ード」の場合)

「オプション」/
「例外表」

string

N/A

いいえ

「制約を無効に
する」

「オプション」/
「表に NCHAR/
NVARCHAR が
ある」

「真」/「偽」

偽

いいえ

N/A

「ターゲット」カテゴリー
入力リンクの「プロパティー」タブで、「ターゲット」カテゴリーには、書き込み
先の表と書き込み方法を指定するプロパティーが含まれます。
「ターゲット」カテゴリーで使用可能なプロパティーは以下のものです。

表
書き込みを行う表の名前を指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定
できます。

「行削除モード」
これが表示されるのは、「書き込み方式」が「行の削除」の場合のみです。
DELETE ステートメントを派生させる方法を指定できます。次のいずれかを選択し
ます。
v 「自動生成 DELETE」。IBM InfoSphere DataStage は、表名と列の詳細に指定さ
れている値に基づいて、DELETE ステートメントを生成します。このステートメ
ントは、「DELETE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「ユーザー定義 DELETE」。ユーザー自身が DELETE ステートメントを入力す
るには、これを選択します。さらに、「DELETE SQL」プロパティーを選択し、
ステートメントの形式を編集します。

第 4 章 Oracle Enterprise ステージ

109

DELETE SQL
「書き込み方式」が「行の削除」の場合にのみ表示されます。このプロパティーで
は、自動生成された DELETE ステートメントを表示するか、またはユーザー独自の
ステートメントを指定することができます (「行削除モード」プロパティーの設定
によって決まります)。

「アップサート・モード」
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。ここで INSERT ステ
ートメントと UPDATE ステートメントを取得する方法を指定できます。次のいず
れかを選択します。
v 「自動生成 UPDATE & INSERT」。InfoSphere DataStage は、表名と列の詳細に
指定されている値に基づいて、UPDATE ステートメントと INSERT ステートメ
ントを生成します。ステートメントは、「INSERT SQL」または「UPDATE
SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「自動生成 UPDATE のみ」。InfoSphere DataStage は、表名と列の詳細に指定さ
れている値に基づいて、UPDATE ステートメントを生成します。このステートメ
ントは、「UPDATE SQL」プロパティーを選択すると表示されます。
v 「ユーザー定義 UPDATE & INSERT」。ユーザー自身が UPDATE ステートメ
ントと INSERT ステートメントを入力するには、これを選択します。さらに、
「INSERT SQL」と「UPDATE SQL」プロパティーを選択し、ステートメント
の形式を編集します。
v 「ユーザー定義 UPDATE のみ」。ユーザー自身が UPDATE ステートメントを
入力するには、これを選択します。さらに、「UPDATE SQL」プロパティーを選
択し、ステートメントの形式を編集します。

「アップサート順序」
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。次の値のいずれかを
選択できます。
v 「INSERT、それが失敗なら UPDATE (挿入してから更新)」
v 「UPDATE、それが失敗なら INSERT (更新してから挿入)」

INSERT SQL
「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示されます。このプロパティ
ーでは、自動生成された INSERT ステートメントを表示するか、またはユーザー独
自のステートメントを指定することができます (「アップサート・モード」プロパ
ティーの設定によって決まります)。次の従属プロパティーがあります。
v 「挿入配列サイズ」
挿入ホスト配列のサイズを指定します。デフォルトのサイズは 500 レコードで
す。各 INSERT ステートメントを個別に実行したい場合は、このプロパティーに
1 を指定します。
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UPDATE SQL
「書き込み方式」が「アップサート」の場合にのみ表示されます。このプロパティ
ーでは、自動生成された UPDATE ステートメントを表示するか、またはユーザー
独自のステートメントを指定することができます (「アップサート・モード」プロ
パティーの設定によって決まります)。

書き込み方式
「行の削除」、「アップサート」、または「ロード」(デフォルト値) を選択しま
す。「アップサート」を選択すると、挿入および更新 SQL ステートメントを指定
でき、Oracle ホスト配列処理を使用してレコード挿入のパフォーマンスを最適化で
きます。「ロード」を選択すると Oracle への接続がセットアップされて 1 つの入
力データ・セットが取得され、表にレコードが挿入されます。「書き込みモード」
プロパティーによって、データ・セットのレコードを表に挿入する方法が決定され
ます。

書き込みモード
これは、ロード書き込み方式の場合のみ表示されます。次の値のいずれかを選択し
ます。
v 「追加」。これはデフォルト値です。既存の表に新しいレコードが付加されま
す。
v 「作成」。新規表を作成します。Oracle 表が既に存在している場合、エラーが発
生し、ジョブが終了します。Oracle 表が存在しない場合は、このモードを指定す
る必要があります。
v 「置換」。既存の表がドロップされてから、そこにまったく新しい表が作成され
ます。Oracle では新規表にデフォルトのパーティション方式が適用されます。
v 「切り捨て」。既存の表属性 (スキーマを含む) と Oracle パーティション・キー
は保存されますが、既存のレコードはすべて破棄されます。その後、新しいレコ
ードが表に付加されます。

「接続」カテゴリー
入力リンクの「プロパティー」タブで、「接続」カテゴリーにはデータベース・オ
プションとリモート・サーバーのプロパティーが含まれます。

DB オプション
Oracle に接続するためのユーザー名とパスワードを、次の形式で指定します。
<user=< user >,password=< password >[,arraysize= < num_records >]

IBM InfoSphere DataStage は、このオプションが使われるとき、パスワードを暗号
化しません。配列サイズは、アップサート書き込み方式の場合のみ関係します。

DB オプション・モード
このプロパティーで「自動生成」を選択すると、InfoSphere DataStage は、DB オプ
ション・ストリングを生成します。「ユーザー定義」を選択した場合は、自分で
DB オプション・プロパティーを編集する必要があります。「自動生成」を選択し
た場合、次の 2 つの従属プロパティーが現れます。
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v 「ユーザー」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるユーザー名。
v 「パスワード」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるパスワード。InfoSphere
DataStage は、パスワードを暗号化します。
注: パスワードに特殊文字が含まれる場合、パスワードを引用符で囲みます (例え
ば、"passw#rd")。
v 「追加接続オプション」
Oracle 接続ストリングに追加するその他のオプションを任意で指定できます。

「リモート・サーバー」
これはオプションのプロパティーです。リモート・サーバー名を指定します。

「オプション」カテゴリー
入力リンクの「プロパティー」タブで、「オプション」カテゴリー内のプロパティ
ーは、選択した書き込み方式によって異なります。

「主キーを作成」
このオプションは、「書き込み方式」が「ロード」で、かつ「書き込みモード」が
「作成」または「置換」の場合に使用可能です。デフォルトは「偽」ですが、
「真」に設定すると、「列」タブでキーとしてマークを付けた列が、主キーとして
マークを付けられます。索引構成表を作成し、「列」タブの主キーを示すには、
「真」に設定する必要があります。「真」に設定した場合、索引モード・オプショ
ンは利用できませんので、注意してください。

CREATE ステートメント
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」で、かつ「書
き込みモード」が「作成」の場合に使用可能です。ここには、表を作成する SQL
ステートメントが含まれます (そうでなければ IBM InfoSphere DataStage がステー
トメントを自動生成します)。

「制約を無効にする」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。「真」に設定すると、
表に対して有効になっているすべての制約がロード時に無効にされ、ロードの終了
時に再度制約が有効にされます。「Table Organization type of Index」を選択して索
引構成表を使用する場合、このオプションは使用できません。「真」に設定する場
合は、次の従属プロパティーがあります。
v 「例外表」
このプロパティーを使用して例外表を指定できます。例外表は、制約が再度有効
になったときに制約に違反している行に関する ROWID 情報を記録するのに使わ
れます。表は既に存在していなければなりません。
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「リジェクト・レコードを出力」
これはアップサート書き込み方式の場合にだけ表示されます。デフォルト設定は
「偽」です。「真」に設定すると、リジェクトされたレコードがリジェクト・リン
クに送られます。

「表にない列を自動的にドロップ」
これは、ロード書き込み方式の場合のみ表示されます。デフォルトでは「偽」に設
定されています。「真」に設定すると、既存の Oracle 表内の列に対応しないすべて
の入力列を、エラー報告なしでドロップします。このようにしておかないと、ステ
ージはエラーを報告し、ジョブを終了します。

「表編成」
これは「書き込み方式」が「ロード」で「書き込みモード」が「作成」または「置
換」の場合にだけ表示されます。索引構成表に索引を指定するか、ヒープ構成表
(デフォルト値) を指定できます。「索引」を選択した場合は、「主キーを作成」に
「真」を設定する必要があります。索引構成表 (IOT) では、主キーに基づいて作成
された索引に表の行が格納されます。

列名を切り捨て
これは、ロード書き込み方式の場合のみ表示されます。このプロパティーを
「True」に設定すると、列名が 30 文字に切り詰められます。

クローズ・コマンド
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。ステージが Oracle 表の処理を完了したあとに Oracle データベース
によって構文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドを、このプロパ
ティーに単一引用符で囲んで指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指
定できます。

「デフォルト・ストリング長」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。デフォルトで 32 に設定されています。Oracle 表に書き込まれる可
変長ストリングの、デフォルトのストリング長さを設定します。設定した長さより
可変長ストリングが長いと、エラーになります。
設定可能な最大長は 2000 バイトです。可変長ストリングには、常に指定されたバ
イト数がステージによって割り振られることに注意してください。この場合、値を
2000 に設定すると、すべてのストリングに対して 2000 バイトが割り振られます。
このため、予想される最大長のストリングに合わせた値を設定するようにし、それ
より大きい値を設定しないでください。

「索引モード」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。これを使用すると、あらかじめ索引をドロップしなくても、索引を
持つ表にパラレル・ロードを直接実行できます。「メンテナンス」または「再作
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成」モードを選択できます。「索引モード」プロパティーは「書き込みモード」が
「追加」または「切り捨て」の場合にだけ適用されます。
「再作成」を選択した場合、表のロード中の索引更新はスキップされ、ロードが完
了した後に Oracle の ALTER INDEX REBUILD コマンドを使用して索引が再構築
されます。表に索引が含まれ、表内の索引がパーティション化されていない必要が
あります。「再作成」オプションには次の 2 つの従属プロパティーがあります。
v 「NOLOGGING 節を追加」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。NOLOGGING 節を追
加する場合は「真」に設定してください。
v 「COMPUTE STATISTICS 節を追加」
このオプションはデフォルトで「偽」に設定されています。COMPUTE
STATISTICS 節を追加する場合は「真」に設定してください。
「メンテナンス」を選択すると、各表パーティションが個別にロードされます。順
次ロードになるため、表がロードされる前に存在していた表の索引は表のロード後
に保持されます。表は索引を含み、パーティション化されている必要があります。
また表の索引は、パーティション化に使用されたものと同じ範囲の値に従ってパー
ティション化された、ローカル範囲パーティション化索引になっている必要があり
ます。この場合、順次 とは、各パーティションで順次 という意味であることに注
意してください。つまり、並列処理の度合いがパーティションの数に等しくなりま
す。

オープン・コマンド
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。Oracle 表が開かれる前に Oracle データベースによって構文解析さ
れ、全処理ノードに対して実行されるコマンドを、単一引用符で囲んでこのプロパ
ティーに指定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

「Oracle パーティション」
これはオプションのプロパティーで、「書き込み方式」が「ロード」の場合にだけ
表示されます。レコードが書き込まれる Oracle 表パーティションの名前です。ステ
ージに与えられたデータは指定されたパーティションに送られるものとみなされま
す。

表に NCHAR/ NVARCHAR がある
このオプションは作成または置き換えの書き込みモードに適用されます。書き込ま
れる表が NCHAR または NVARCHARS を含んでいる場合、「真」に設定します。
ターゲット表に正しい列が作成されます。

「パーティション」タブ
「パーティション」タブで、入力データを Oracle データベースに書き込む前に、ど
のようにしてパーティション化または収集するかについての詳細を指定できます。
また、データがデータベースに書き込まれる前にソートされるよう指定することも
できます。
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デフォルトでは、ステージは自動モードでパーティション化します。この設定は、
現行および先行ステージの実行モードと、構成ファイルに指定されているノードの
数に基づいて最良のパーティション方式を採択するよう試みます。
Oracle enterprise ステージが順次モードで作動している場合は、最初にデフォルトの
自動コレクション方式によってデータを収集してから、ファイルにデータを書き込
みます。
「パーティション」タブを使用すると、このデフォルトの動作をオーバーライドで
きます。正確には、このタブの処理は以下によって決まります。
v Oracle enterprise ステージが、パラレル・モードまたは順次モードのどちらで実行
されるのか。
v ジョブ内の直前のステージが、パラレル・モードまたは順次モードのどちらで実
行されるのか。
Oracle enterprise ステージがパラレル・モードで実行される設定になっている場合
は、「パーティション・タイプ」ドロップダウン・リストからパーティション方式
を選択して設定できます。この設定は、現行パーティション方式があれば、それを
オーバーライドします。
Oracle enterprise ステージは順次モードで実行される設定になっているが、直前のス
テージがパラレル・モードで実行される場合には、「コレクター・タイプ」ドロッ
プダウン・リストからコレクション方式を設定できます。
次のパーティション方式を指定できます。
v 「(自動)」。IBM InfoSphere DataStage は、現在のステージと直前のステージの実
行モードおよび、構成ファイルで指定されているノードの数に基づいて、最良の
パーティション方式を決定します。これは Oracle enterprise ステージのデフォル
トのパーティション方式です。
v 「全体」。書き込み先のそれぞれのファイルがデータ・セット全体を受信しま
す。
v 「ハッシュ」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列 (複数可)
の値に基づいて、パーティションにハッシュされます。
v 「モジュラス」。レコードは、「利用可能」リストから選択されたキー列のモジ
ュラス関数を使用してパーティション化されます。これは、タグ・フィールドの
パーティションで一般的に使用される方法です。
v 「ランダム」。レコードは、乱数発生ルーチンの出力に基づいてランダムにパー
ティション化されます。
v 「ラウンドロビン」。レコードは、ステージへの入力時にラウンドロビン・ベー
スでパーティション化されます。
v 「同一」。既に配置されているパーティションを保持します。これは Oracle
enterprise ステージのデフォルト値です。
v 「DB2」。指定した IBM DB2 表のパーティション方式が複製されます。追加の
プロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをすると、そ
れらのプロパティーが表示されます。
v 「範囲」。1 つ以上のパーティション・キーに基づいて、データ・セットをほぼ
等しいサイズのパーティションに分割します。多くの場合、範囲パーティション
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は、データ・セット全体のソートを実行するための前処理ステップです。追加の
プロパティーを設定する必要があります。「プロパティー」ボタンをクリックす
ると、これらのプロパティーが表示されます。
次のコレクション方式を指定できます。
v 「(自動)」。これは Oracle enterprise ステージのデフォルトのコレクション方式
です。通常、「自動」モードになっていると、InfoSphere DataStage は、読み取り
可能な入力パーティションの行があれば、そのつど読み取っていきます。
v 「順次」。最初のパーティション内のすべてのレコードを読み取った後で、2 番
目のパーティションのすべてのレコードを読み取り、それ以降のパーティション
についても同様に続けます。
v 「ラウンドロビン」。最初の入力パーティションから始めて、順次各パーティシ
ョンから 1 つずつレコードを読み取っていきます。最後のパーティションに到達
すると、最初のパーティションに戻って読み取りを続けます。
v 「ソート・マージ」。レコードの列 (複数可) に基づいた順序でレコードを読み取
ります。この方式を使用する場合は、「利用可能」リストから 1 つのコレクティ
ング・キー列を選択する必要があります。
また、「パーティション」タブでは、入力リンクに到着したデータをファイルに書
き込む前にソートするように指定できます。ソートは、常にデータ・パーティショ
ン内で実行されます。ステージで入力データのパーティション化が行われる場合
は、パーティション化の後にソートされます。ステージでデータを収集する場合
は、ソートしてからコレクションが行われます。ソートを使用できるかどうかは、
選択したパーティション方式またはコレクション方式によります (デフォルトの
「自動」方式では使用できません)。
以下のチェック・ボックスを選択します。
v 「ソートの実行」。リンクの入力データをソートするよう指定する場合は、これ
を選択します。「利用可能」リストからソートする列 (複数可) を選択します。
v 「ステーブル」。事前にソートされたデータ・セットを保持する場合は、これを
選択します。これはデフォルト値です。
v 「ユニーク」。同一のソート・キー値を持つレコードが複数存在する場合に、1
レコードのみを保持するよう指定するには、これを選択します。ステーブル・ソ
ートも設定している場合、最初のレコードが保持されます。
NLS が有効な場合は、追加のボタンからダイアログ・ボックスを開き、ソートの照
合規則を指定するロケールを選択できます。
さらにソート順序、大/小文字の区別、ASCII と EBCDIC のどちらでソートする
か、NULL 列が各列の先頭に現れるか末尾に現れるかを指定できます。キー・パー
ティション方式を使用する場合には、その列をソートのキーとして使用するのか、
パーティションのキーとして使用するのか、または両方に使用するのかも指定でき
ます。「選択済み」リストで列を選択し、右クリックしてポップアップ・メニュー
を表示します。
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「出力」ページ
「出力」ページで、Oracle Enterprise ステージでデータを Oracle データベースから
読み取る方法の詳細を指定できます。Oracle Enterprise ステージに設定できる出力リ
ンクは 1 つだけです。
または、参照出力リンクを設定できます。これはルックアップ・ステージから
Oracle ルックアップ・テーブルを参照する際に使用されます。リジェクトされたレ
コードが送られるリジェクト・リンクも設定できます。これは入力リンクと組み合
わせて使用されます。「出力名」リストで、メインの出力リンクとリジェクト・リ
ンクのどちらの詳細を表示するかを選択します。
「全般」タブでは、出力リンクの説明 (省略可能) を指定できます。「プロパティ
ー」タブでは、リンク機能の詳細を正確に指定できます。「列」タブでは、データ
の列定義を指定できます。「詳細」 タブでは、出力リンクのデフォルトのバッファ
リング設定を変更できます。

出力リンクの「プロパティー」タブ
「出力」ページで、「プロパティー」タブには出力リンクのプロパティーが含まれ
ます。これらのプロパティーによって、表から入力データが読み取られる方式が指
定されます。
指定が必須のプロパティーもありますが、多くのプロパティーにはデフォルト設定
があります。デフォルト設定のないプロパティーは警告色 (デフォルトでは赤) で表
示されますが、値を指定すると黒に変わります。
「SQL のビルド」ボタンを押すと SQL ビルダーがすぐに開くので、データを読み
取る SQL 照会を作成できます。使用方法については、IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage デザイナー・クライアント・ガイドを参照してください。
次の表に、プロパティーとその属性のクイック・リファレンスを示します。表のあ
とに、各プロパティーの詳細説明があります。
表 29. 出力リンクのプロパティーと値
カテゴリー/プロ
パティー

値

デフォルト

必須かどうか

従属

「ソース」/「ル
ックアップ・タ
イプ」

「通常」/
スパース

「通常」

はい (出力がル
ックアップ・ス
テージに接続さ
れた参照リンク
の場合)

N/A

「ソース」/「読
み取り方式」

自動生成 SQL
/「表」/「SQL
ビルダー生成
SQL」
/「ユーザー定義
SQL」

SQL ビルダー生
成 SQL

はい

N/A

「ソース」/
「表」

string

N/A

いいえ

N/A
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表 29. 出力リンクのプロパティーと値 (続き)
カテゴリー/プロ
パティー
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値

デフォルト

必須かどうか

従属

「ソース」/
「WHERE」

string

N/A

いいえ

表

「ソース」/「選
択リスト」

string

N/A

いいえ

表

「ソース」/
「SQL 照会」

string

N/A

いいえ

N/A

「ソース」/「パ
ーティション
表」

string

N/A

いいえ

N/A

「接続」/「DB
オプション」

string

N/A

はい

N/A

「コネクショ
ン」/
DB オプショ
ン・モード

「自動生成」/
「ユーザー定
義」

「自動生成」

はい

N/A

「コネクショ
ン」/「ユーザ
ー」

string

N/A

はい (「DB オプ DB オプショ
ン・モード
ション・モー
ド」 = 「自動生
成」の場合)

「接続」/「パス
ワード」

string

N/A

はい (「DB オプ DB オプショ
ン・モード
ション・モー
ド」 = 「自動生
成」の場合)

「接続」/「追
加」
「接続オプショ
ン」

string

N/A

いいえ

DB オプショ
ン・モード

「接続」/「リモ
ート・サーバ
ー」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「クローズ・コ
マンド」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「オープン・コ
マンド」

string

N/A

いいえ

N/A

「オプション」/
「表に NCHAR/
NVARCHAR が
ある」

「真」/「偽」

偽

いいえ

N/A
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「ソース」カテゴリー
出力リンクの「プロパティー」タブで、「ソース」カテゴリーには、ルックアッ
プ・タイプ、読み取り方式、SQL 照会、表、およびパーティション表のプロパティ
ーが含まれます。

ルックアップ・タイプ
Oracle enterprise ステージが参照リンクによって Lookup ステージに接続されている
場合、このプロパティーでは、Oracle enterprise ステージがメモリー内ルックアップ
用のデータを提供するかどうか (「ルックアップ・タイプ」 = 「ノーマル」)、また
はルックアップでデータベースに直接アクセスするかどうか (「ルックアップ・タ
イプ」 = 「スパース」) を指定します。

読み取り方式
このプロパティーでは、Oracle データベースを読み取る際に表と照会のどちらを指
定するかを指定します。
v 「表」プロパティーを使用して読み取りを指定 (デフォルト設定) するには、
「表」メソッドを指定します。読み取りはパラレルで行われます。
v 「自動生成 SQL」を選択すると、定義した列と「表」プロパティーで指定した表
を基に、IBM InfoSphere DataStage が自動的に SQL 照会を生成します。
v ユーザー独自の照会を定義する場合は「ユーザー定義 SQL」を選択します。ユー
ザー定義または自動生成の SQL では、デフォルトでは 1 つのノードで順次読み
取ります。「読み取り方式」の「自動生成 SQL」および「ユーザー定義 SQL」
が 1 つのノードで順次動作します。パーティション表プロパティーを指定してい
る場合、ユーザー定義 SQL リードをパラレルに動作させることができます。
v 「SQL ビルダー生成 SQL」を選択して SQL ビルダーを開き、便利なインターフ
ェースを使用して照会を定義します。(IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナー・クライアント・ガイドを参照してください。)
デフォルトでは、「SQL ビルダー生成 SQL」、「自動生成 SQL」、および「ユー
ザー定義 SQL」の「読み取り方式」が単一ノード上で順次作動します。パーティシ
ョン表プロパティーを指定している場合、ユーザー定義 SQL リードをパラレルに
動作させることができます。

SQL 照会
オプションとして、表を読み取る SQL 照会を指定できます。照会によって、表
と、ステージで表が読み取られる際に表に実行される処理が指定されます。このス
テートメントには、結合、表示、データベース・リンク、同義語、およびその他の
エンティティーを含められます。

表
Oracle 表の名前を指定します。指定する表は存在している必要があり、ユーザーは
この表に対する SELECT 特権を持っている必要があります。ユーザーの Oracle ユ
ーザー名が指定した表のオーナー名に対応していない場合には、次の形式を使用し
て表名の前に表オーナー名を付加できます。
表オーナー.表名
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「表」には次の従属プロパティーがあります。
v WHERE
ストリーム・リンクだけ。SELECT ステートメントの WHERE 節を指定するこ
とで、表の行が読み取り処理に含まれるか除外されるかを指定できます。WHERE
節を指定しなければ、すべての行が読み取られます。
v 「選択リスト」
オプションとして SQL Select リストを単一引用符で囲んで指定し、これを使用
して読み取る列を決定できます。入力表のレコード・スキーマに定義されている
列と同じ順序で、列をリスト 内に指定する必要があります。

「パーティション表」
名前付き表から取得されたパーティションを含む処理ノードに対する、SELECT の
パラレル実行を指定します。これを指定しなければ、ステージは単一のノードに対
して照会を順次実行します。

「接続」カテゴリー
出力リンクの「プロパティー」タブで、「接続」カテゴリーにはデータベース・オ
プションとリモート・サーバーのプロパティーがあります。

DB オプション
Oracle に接続するためのユーザー名とパスワードを、次の形式で指定します。
<user=< user >,password=< password >[,arraysize=< num_records >]

IBM InfoSphere DataStage は、このオプションが使われるとき、パスワードを暗号
化しません。arraysize はストリーム・リンクにだけ適用されます。arraysize のデフ
ォルト設定は「1000」です。

DB オプション・モード
このプロパティーで「自動生成」を選択すると、InfoSphere DataStage は、DB オプ
ション・ストリングを生成します。「ユーザー定義」を選択した場合は、自分で
DB オプション・プロパティーを編集する必要があります。「自動生成」を選択し
た場合、次の従属プロパティーがあります。
v 「ユーザー」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるユーザー名。
v 「パスワード」
自動生成される DB オプション・ストリングで使われるパスワード。InfoSphere
DataStage は、パスワードを暗号化します。
注: パスワードに特殊文字が含まれる場合、パスワードを引用符で囲みます (例え
ば、"passw#rd")。
v 「追加接続オプション」
Oracle 接続ストリングに追加するその他のオプションを任意で指定できます。
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「リモート・サーバー」
これはオプションのプロパティーです。リモート・サーバー名を指定します。

「オプション」カテゴリー
出力リンクの「プロパティー」タブで、「オプション」カテゴリーにはコマンドの
クローズとオープンのプロパティーがあります。表に NCHAR または
NVARCHARS のデータ・タイプのデータが含まれている場合は、使用するプロパテ
ィーもあります。

クローズ・コマンド
これはオプションのプロパティーで、ストリーム・リンクの場合にだけ表示されま
す。ステージが Oracle 表の処理を完了したあとに Oracle データベースによって構
文解析され、全処理ノードに対して実行されるコマンドを、このプロパティーで指
定します。必要であればジョブ・パラメーターを指定できます。

オープン・コマンド
これはオプションのプロパティーで、ストリーム・リンクの場合にだけ表示されま
す。Oracle 表が開く前に Oracle データベースで構文解析を行い、全処理ノードに
対して実行するコマンドを、このプロパティーで指定します。必要であればジョ
ブ・パラメーターを指定できます。

表に NCHAR/ NVARCHAR がある
読み込まれる表が NCHAR または NVARCHARS を含んでいる場合、「真」に設定
します。
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第 5 章 Oracle OCI ステージ
Oracle OCI ステージを使用して、IBM InfoSphere DataStage ステージ (例えば、
ODBC ステージまたは Sequential File ステージ) と、ターゲットの Oracle データ
ベースの表との間で受け渡される表データ・ストリームの準備とロードを、迅速か
つ能率的に行います。Microsoft Windows または UNIX の Oracle クライアント
は、SQL*Net を使用して、Windows または UNIX 上の Oracle サーバーにアクセ
スします。
IBM InfoSphere DataStage を使用して Oracle データベースにアクセスする場合、一
連の接続オプションから選択できます。ほとんどの新規ジョブには、Oracle OCI ス
テージよりも優れた機能とパフォーマンスを提供する、Oracle Connector ステージ
を使用します。
Oracle OCI ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する場合は、
コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用するために
ジョブをマイグレーションします。
個々の Oracle OCI ステージはパッシブ・ステージであり、入力リンク、出力リン
ク、および参照出力リンクをいくつでも持つことができます。
v 入力リンクは書き込むデータを指定します。これは Oracle データベースにロード
される行で構成されるストリームです。入力リンクのデータは、InfoSphere
DataStage によって作成された SQL ステートメント、またはユーザー定義 SQL
ステートメントを使用して指定できます。
v 出力リンクは抽出するデータを指定します。これは Oracle データベースから読み
取られる行で構成されるストリームです。出力リンクのデータも、InfoSphere
DataStage によって作成された SQL ステートメント、またはユーザー定義 SQL
ステートメントを使用して指定できます。
v 個々の参照出力リンクが表す 1 行は、Oracle データベースから読み取られたキー
を示しています (つまり、レコードは、SQL SELECT ステートメントの WHERE
節のキー・フィールドを使用して読み取られます)。
C および C++ プログラマー向けに、Oracle データベース内のデータを操作できる
Oracle 独自の呼び出しインターフェースが提供されます。Oracle Call Interface
(OCI) ステージは、Oracle 固有の環境で外部ドライバーも外部ドライバー・マネー
ジャーも使わずに SQL ステートメントに接続して処理することができます。
Oracle OCI ステージを使用するには、SQL*Net を使用して Oracle サーバーにアク
セスする Oracle クライアントをインストールするだけです。
適切な Oracle ソフトウェアをインストールしていれば、Oracle OCI ステージは
Oracle サーバーと連動します。インストールに関する例外情報は、該当リリースの
Oracle の資料を参照してください。
Oracle OCI ステージを使用すると、次のことを行えます。
v SQL ステートメントの生成。
v SQL ステートメント入りのファイル名を使用。
© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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v ロード前に TRUNCATE ステートメントを使用して表をクリア。 (表をクリア)
v データベースに行をコミットする頻度の選択。 (トランザクション・サイズ)
v 1 回の呼び出しでデータベースに複数のデータ行を入力。 (配列サイズ)
v 1 回の呼び出しでデータベースから複数のデータ行を読み取る。 (配列サイズ)
v 並列処理の制御およびトランザクション・パフォーマンスのチューニングのため
にトランザクションの分離レベルを指定。 (トランザクション分離)
v 選択されるデータが満たしていなければならない基準の指定。 (WHERE 節)
v データのソート、要約、およびアグリゲートのための基準を指定。 (その他の節)
v SQL ステートメント内のパラメーター・マークの動作を指定。
Oracle OCI ステージは libclntsh 共有ライブラリーに従属しています。このライブ
ラリーは、Oracle クライアント・ソフトウェアのインストール中に作成されます。
このステージを使用して正常に実行するためには、この共有ライブラリーが置かれ
ている場所を、InfoSphere DataStage ジョブの共有ライブラリー検索パスに含める必
要があります。

Oracle OCI ステージの機能
Oracle OCI ステージは、トランザクションのグループ化、リジェクト行の処理、お
よび表に書き込む前の表の作成およびドロップの機能を含めた機能をサポートしま
す。
v Transformer ステージからの入力リンク・グループを制御するためにトランザクシ
ョン・グループ化をサポート。これにより、データ集合を 1 つのトランザクショ
ンでデータベースに書き込めます。 Oracle OCI ステージは、トランザクショ
ン・グループごとに 1 つのデータベース・セッションを開きます。
v リジェクト行の処理をサポート。挿入、更新、およびその他のアクション時に
Oracle OCI ステージでエラーが発生すると、ジョブの実行を制御するために、リ
ンク・リジェクト変数により Transformer ステージに Oracle DBMS エラー・コ
ードが伝えられます。エラーの形式は DBMS.CODE=ORA-xxxxx です。
v 表に書き込む前に、表の作成およびドロップの機能をサポート。
v ステージでデータベースに書き込みまたは読み取りを行う前または後で、ユーザ
ー定義 SQL ステートメントを実行するための BEFORE SQL ステートメントお
よび AFTER SQL ステートメントのサポート。
v ストリーム入力リンク、ストリーム出力リンク、および参照出力リンクのサポー
ト。
v 出力リンクおよび参照リンク用の SQL SELECT ステートメントのビルドで使わ
れる完全修飾列名を、「出力仕様」セルで指定可能。
注: 「表名と列名の大/小文字を区別」を選択する場合は、小文字を保つために、
「出力仕様」セルの所有者/表.列名 (owner/ table.column name) を必ず引用符で囲
んでください。
v ODBC ステージではなく Oracle OCI ステージを使用して Oracle 表にアクセス
することで、パフォーマンスとスケーラビリティーが向上。
v 照会実行時の、SELECT ステートメント結果セット行のプリフェッチ。これによ
り、サーバーとの往復が最小化され、パフォーマンスを向上。
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v ネットワークとの往復回数の減少 (クライアント側の処理量の増加)。
v 新規の透過データ構造とインターフェースのサポート。
v オープンおよびクローズ・カーソルの往復の除去。
v エラー処理の改善。
v ODBC ステージを既に使用している既存のジョブには、ODBC ステージを置き換
えずに、Oracle OCI ステージを補足として使用。
v 表定義のインポート。SQL ステートメント入りのファイル名をサポート。
v NLS (各国語サポート) のサポート。
v 外部キー・メタデータのインポートをサポート。
v SQL ステートメント用パラメーター・マークの動作をサポート。
次の機能はサポートされません。
v 大量のストリーム入力リンクのロード。Oracle OCI Load ステージによる Oracle
データベースへのデータのバルク・ロード。
v ストアード・プロシージャー。
v Oracle データ・タイプ (BLOB、FILE、LOB、LONG、LONG
RAW、MSLABEL、OBJECT、RAW、REF、ROWID、または名前付きデータ・タ
イプ) のサポート。
v Windows または UNIX でのパラレル・キャンバスの実行。
v SUBSTR2
v SUBSTR4
v NCHAR
v LENGTH2
v LENGTH4
v

INSTR2

v INSTR4
v CAST
v NEW_TIME
v RPAD
v MONTHS_BETWEEN
v OVER 節を持つ関数

Oracle OCI ステージの構成要件
Oracle OCI ステージを使用するには、構成要件を満たすようにしてください。
Oracle OCI ステージには以下の要件があります。
v エンジン層に Oracle 標準クライアントをインストールすること。Oracle Instant
Client のみがインストールされている場合、ステージは使用できません。
v データベース別名のセットアップおよび追加のための SQL*Net Easy
Configuration などの構成プログラムを使用する SQL*Net の構成。
v UNIX のサーバーの場合は、次の環境変数。
– ORACLE_HOME
第 5 章 Oracle OCI ステージ
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– TWO_TASK
– ORACLE_SID
– LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH 環境変数の名前は、プラットフォームによって異なります。
表 30. プラットフォーム固有の LD_LIBRARY_PATH の名前
プラットフォーム

環境変数の名前

AIX

LIBPATH

HP_UX

SHLIB_PATH

LINUX または Solaris

LD_LIBRARY_PATH

SHLIB_PATH 環境変数の場合は、実行時に ODBC 製品のライブラリー・エントリ
ーを参照する前に、InfoSphere DataStage ライブラリー・エントリーを参照する必要
があります。
注: $ORACLE_HOME/lib および $ORACLE_HOME/bin ディレクトリー内のライブ
ラリーを使用するための読み取りおよび実行許可と、$ORACLE_HOME 内のすべて
のファイルの読み取り許可が必要です。この許可がない場合は、Oracle OCI ステー
ジを使用して Oracle に接続する際に問題が発生することがあります。

Oracle OCI ステージ・エディター
Oracle OCI ステージのエディターには、「ステージ」ページ、「入力」ページ、お
よび「出力」ページがあります。
このダイアログ・ボックスは、(ステージへの入力データがあるか、ステージからの
出力データがあるかによって) 次のように最大 3 ページあります。
v 「ステージ」。編集するステージの名前が表示されます。「全般」タブでは
Oracle データベース・ソースおよび Oracle データベースに接続するためのログ
オン情報を定義します。
「NLS」タブでは、ステージで使用される文字セット・マップを定義します。
(「NLS」タブ が表示されるのは、NLS がインストール済みの場合のみです。)
v 「入力」。このステージへの入力リンクがある場合にのみ、このページが表示さ
れます。データ入力リンクごとに、使用する SQL 表および関連付けられている
列定義を指定します。並列処理の制御およびパフォーマンス・チューニング用
に、このページにも更新アクションのタイプおよびトランザクションの分離レベ
ルの情報を指定します。またデータを書き込む SQL ステートメントもここに含
まれているので、SQL ステートメントで大/小文字を区別することができます。
v 「出力」。このステージへの出力リンクがある場合にのみ、このページが表示さ
れます。データ出力リンクごとに、使用する SQL 表および関連付けられている
列定義を指定します。並列処理の制御およびパフォーマンス・チューニング用
に、このページにも照会のタイプおよびトランザクションの分離レベルの情報を
指定します。また、データ抽出用の SQL SELECT ステートメントもここに含ま
れているので、SQL ステートメントで大/小文字を区別することができます。
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Oracle 接続の定義
「ORAOCI9 ステージ」ウィンドウで、Oracle OCI ステージのデータおよび接続を
構成できます。

手順
1. Oracle データベースに接続します。
2. オプション。文字セット・マップを定義します。
3. 入力リンクのデータを定義します。
4. 出力リンクのデータを定義します。

Oracle データベースへの接続
Oracle データベースに接続するには、ステージ・エディターで、「ステージ」ペー
ジの「全般」タブに Oracle 接続パラメーターを設定します。

手順
1. アクセスする Oracle データベース別名を「データベース・ソース名」フィール
ドに入力します。(これは、Oracle 構成アシスタントを使用してユーザーが作成
した名前です。) データベースにゲスト・アカウントがある場合を除き、「ユー
ザー ID」は、そのデータベースの正当なユーザーであるか、そのデータベース
内に別名が存在するか、またはシステム管理者かシステム・セキュリティー担当
者である必要があります。デフォルト値はありません。
2. Oracle データベースに接続するときに使用するユーザー名を「ユーザー ID」フ
ィールドに入力します。このユーザーは、該当データベース、ソース、およびタ
ーゲット表の相応のアクセス権を持っていなければなりません。「OS レベル認
証を使用」が選択される場合以外、このフィールドの指定は必須です。デフォル
ト値はありません。
3. 指定したユーザー名に関連付けられているパスワードを「パスワード」フィール
ドに入力します。「OS レベル認証を使用」が選択される場合以外、このフィー
ルドの指定は必須です。デフォルト値はありません。
4. 使用する適切なトランザクションの分離レベルを、「入力」ページまたは「出
力」ページの「全般」タブの「トランザクション分離」リストから選択します。
このレベルは、最良のパフォーマンスを達成するために、ジョブ内のトランザク
ションと他のトランザクション間の整合性と並列処理にとって必要な制御を提供
します。 Oracle では、照会が読み取ったデータをほかのトランザクションが変
更できるため、2 つの照会を実行した場合、ほかのトランザクションがデータを
変更している可能性があります。したがって、指定の照会を 2 回実行するトラ
ンザクションは、反復不能読み取りおよびファントムの両方になる可能性があり
ます。次のトランザクションの分離レベルのうちの 1 つを使用してください。
READ COMMITTED
変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータに共有ロックをか
けます。「READ COMMITTED」は、すべてのトランザクションのデフ
ォルトの分離レベルです。
SERIALIZABLE
変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータに共有ロックをか
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けます。「SERIALIZABLE」を選択されたトランザクションには、その
トランザクションの開始時にコミットされている変更内容のみが提示さ
れます。
これらのレベルの使用法について詳しくは、Oracle の資料をお読みください。
5. Oracle OCI ステージの説明 (省略可能) を「説明」フィールドに入力します。
6. ご使用のオペレーティング・システムのユーザー名とパスワードを用いて自動的
にログオンするには、「OS レベル認証を使用」を選択します。デフォルト値
は、クリアされています。Oracle ログイン情報の詳細については、Oracle の資
料をお読みください。

文字セット・マップの定義
「ステージ」ページの「NLS」タブで、ステージの文字セット・マップを定義でき
ます。「NLS」タブが表示されるのは、NLS がインストール済みの場合のみです。

手順
次のフィールドに情報を指定します。
ステージで使用するマップ名
プロジェクトまたはジョブのデフォルトの文字セット・マップを定義しま
す。リストからマップ名を選択することで、マップを変更できます。
すべてのマップを表示
IBM InfoSphere DataStage 出荷時のマップがすべて表示されます。
ロードしたマップのみ
現在ロードされているマップのみをリストします。
ジョブ・パラメーターを使用...
ジョブのパラメーター値を指定します。#Param# の形式を使用します。こ
こで、Param はジョブ・パラメーターの名前です。ストリング #Param#
は、ジョブの実行時にジョブ・パラメーターの値で置換されます。

入力データの定義
Oracle データベース内の表にデータを書き込むときは、Oracle OCI ステージに入力
リンクを設定します。このリンクのプロパティーおよびデータの列定義は、
ORAOCI ステージ・エディターの「入力」ページで定義されます。

「入力」ページ
「入力」ページには、「入力名」リスト、「全般」、「オプション」、「列」、
「SQL」、「トランザクション処理」の各タブ、および「列」と「データ参照」の
ボタンがあります。

手順
1. 編集する入力リンクの名前を「入力名」リストから選択します。このリストに
は、Oracle OCI ステージへのすべての入力リンクが表示されます。
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2. 「列」をクリックして、入力リンクに指定された列の要約リストを表示します。
「列」タブに詳細なメタデータを入力するときに、このリストを表示したままに
しておくことができます。
3. 「データ参照」をクリックして、データ・ブラウザーを呼び出します。これで、
入力リンクに関連付けられているデータをデータベースで調べることができま
す。

Oracle OCI ステージの「入力」ページの「全般」タブ
このタブを使用して、Oracle OCI ステージの「入力」リンクから、どのように SQL
ステートメントを作成するかを指定します。
このタブはデフォルトで表示されます。これには次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。 SQL ステートメントのビルド方法を決めます。次のオプショ
ンがあります。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。「SQL ビルダー」ボタンと「更新アクシ
ョン」プロパティーが表示されます。これは、新規ジョブのデフォルト値で
す。
– 「「オプション」タブと「列」タブから更新アクションを生成」。「更新アク
ション」プロパティーが表示されます。「オプション」タブと「列」タブから
の値と、「更新アクション」の設定を使用して、SQL を生成します。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。ユーザー定義 SQL ステートメン
トを使用してデータを書き込みます。これは、ステージで生成されたデフォル
トの SQL ステートメントをオーバーライドします。このオプションを選択し
た場合は、「SQL」タブに SQL ステートメントを入力します。
– 「実行時にファイルから SQL をロード」。指定したファイルの内容を使用し
て、データを書き込みます。
v 「SQL ビルダー」。SQL ビルダーを開きます。
v 「更新アクション」。 どの SQL ステートメントを使用してターゲット表を更新
するかを指定します。更新アクションによっては、行の更新や削除の際にキー列
が必要になることがあります。デフォルト値はありません。希望するオプション
を、リストから選択します。
– 「表をクリアしてから行を挿入」。表の内容を削除してから新規行を追加しま
す。トランザクション・ログを取るのでパフォーマンスは下がります。
「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開きます。
– 「表を切り捨て後に行を挿入」。表を切り捨てます。トランザクションのロギ
ングは行わないため、高パフォーマンスです。「SQL」ボタンをクリックする
と、「挿入」ページが開きます。
– 「クリアせずに行を挿入」。表に新しい行を挿入します。
– 「既存の行のみを削除」。ターゲット表の既存の行のうち、ソース・ファイル
と同じキーを持つ行を削除します。「SQL」ボタンをクリックすると、「削
除」ページが開きます。
– 「既存の行を完全に置換」。既存の行を削除し、新しい行を表に追加します。
「SQL」ボタンをクリックすると、「削除」ページが開きます。ただし、置換
を完了するには、「挿入」ページにも入力する必要があります。
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– 「既存の行のみを更新」。既存のデータ行を更新します。表にないデータ行は
無視されます。「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きま
す。
– 「既存の行を更新または新規行を挿入」。新しい行を追加する前に、既存のデ
ータ行を更新します。多数のレコードがある場合、更新を先に行う方が処理が
速くなります。「SQL」ボタンをクリックすると、「更新」ページが開きま
す。ただし、置換を完了するには、「挿入」ページにも入力する必要がありま
す。
– 「新規行を挿入または既存の行を更新」。 表に新しい行を挿入したあとで、
既存の行を更新します。レコードが少ししかない場合、挿入を先に行う方が処
理が速くなります。「SQL」ボタンをクリックすると、「挿入」ページが開き
ます。ただし、更新を完了するには、「更新」ページにも入力する必要があり
ます。
v 「説明」。入力リンクのオプションの説明が含まれます。

Oracle OCI ステージの「入力」ページの「オプション」タブ
「オプション」タブを使用して、表の作成またはドロップを行い、Oracle リンクの
種々のオプションを指定します。
v 「表名」。 データの書き込み先であるターゲットの Oracle 表の名前を指定しま
す。この表は存在しているか、「表作成アクション」リストの「DDL の生成」を
選択して作成する必要があります。実行する操作によっては、表に関する該当す
る許可または特権を付与されている必要があります。デフォルト値はありませ
ん。
「...」(「参照」ボタン) をクリックして、「リポジトリー」を参照し、表を選択
します。
v 「表作成アクション」。「DDL の生成」が選択されている場合は、指定されてい
るデータベースにターゲット表を作成します。その際には、「列」タブにある列
定義、表名、およびターゲット表の TABLESPACE と STORAGE のプロパティ
ーが使用されます。生成された CREATE TABLE ステートメントには、表を作成
する場所と Oracle ストレージ節のストレージ式を示す TABLESPACE と
STORAGE キーワードが含まれます。ユーザーには、スキーマに対する CREATE
TABLE 特権がなければなりません。
独自の CREATE TABLE SQL ステートメントを指定することもできます。Oracle
形式でストレージ節を入力する必要があります。 (複雑なステートメントには、
「SQL」タブの「ユーザー定義 DDL」タブを使用します。)
次のいずれかの表作成オプションを選択します。
– 「ターゲット表を作成しない」。ターゲット表を作成しないことを指定しま
す。ダイアログの右側にある「表のドロップ・アクション」フィールドと「表
作成プロパティー」ボタンは使用できません。
– 「DDL の生成」。「表名」、列定義グリッド、および「表作成プロパティ
ー」ダイアログの値の情報を基に、ステージで CREATE TABLE ステートメ
ントを生成することを指定します。
– 「ユーザー定義 DDL」。適切な CREATE TABLE ステートメントをユーザー
が入力することを指定します。
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「表作成プロパティー」ダイアログを開くボタンをクリックして、DDL を生
成するための表スペースおよびストレージ式の値を表示します。
v 「表のドロップ・アクション」。「DDL の生成」が選択されていると、ステージ
は、ターゲット表をドロップしてから作成します。ターゲット表を作成しない場
合、このフィールドは使用不可です。リストには、「表作成アクション」リスト
と同じアイテムが表示されますが、DROP TABLE ステートメントに適用される
点が異なります。ユーザーのスキーマには、DROP TABLE 特権が入っている必
要があります。
v 「配列サイズ」。 書き込み前に、IBM InfoSphere DataStage と Oracle との間の
1 回の呼び出しで転送される行数を指定します。データベースに Oracle が書き込
む頻度を示す正整数を入力します。デフォルト値は 1 で、各行は、別々のステー
トメントによって書き込まれます。
大きい数値を指定すると、行をキャッシュに入れるためにクライアントでより多
くのメモリーが使用されます。実行するステートメントが少なければ、サーバー
との往復が最小化され、パフォーマンスが最大化されます。この数値が大きすぎ
ると、クライアントはメモリー不足になることがあります。
配列サイズは、InfoSphere DataStage のリジェクト行の処理に影響します。
v 「トランザクション・サイズ」。このフィールドは後方互換性のために存在して
いますが、ステージのバージョン 3.0 以降では無視されます。新規ジョブのトラ
ンザクション・サイズは、現在は、「トランザクション処理」タブの「トランザ
クションごとの行数」で処理されます。
v 「トランザクション分離」。ジョブ内部のトランザクションとその他のトランザ
クションとの間に必要な並列処理の制御を提供します。次のトランザクションの
分離レベルのうちの 1 つを使用してください。
– 「READ COMMITTED」。変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデ
ータに共有ロックをかけます。トランザクションで実行される各照会に提示さ
れるのは、その照会 (トランザクションではない) の開始前にコミットされた
データのみです。 Oracle 照会ではダーティーな (非コミット) データは絶対に
読み取られません。これはデフォルト値です。
– 「SERIALIZABLE」。変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータ
に共有ロックをかけます。「SERIALIZABLE」を指定したトランザクション
は、トランザクションの開始時にコミットされていた変更のみを参照します。
注: 「トランザクション処理」タブの「トランザクションのグループ化有効」
が選択されていると、最初のリンクの「トランザクション分離」値のみがグル
ープ全体に使用されます。
v 「致命的エラーとして警告メッセージを処理」。 表へのデータ書き込み中にエラ
ーが発生した場合のステージの動作を決定します。このチェック・ボックスを選
択すると、警告メッセージは致命的エラーとしてログに記録され、ジョブは異常
終了します。エラー・メッセージの形式は次のとおりです。
ORA-xxxxx Oracle error text message and row value

チェック・ボックスが非選択状態 (デフォルト) の場合、3 つの警告メッセージが
InfoSphere DataStage ディレクター・ログ・ファイルに記録され、ジョブは続行し
ます。エラー・メッセージの形式は次のとおりです。
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value of the row causing the error
ORA-xxxxx Oracle error text message
DBMS.CODE=ORA-xxxxx

最後の警告メッセージは、「リジェクト・リンク変数」に使用されます。「リジ
ェクト・リンク変数」機能を使用するときは、チェック・ボックスを選択しない
でください。
v 「表名と列名の大/小文字を区別」。 表名と列名で大/小文字を区別して使用でき
るようにします。 SQL ステートメント内の表名と列名を二重引用符 (" ") で囲
むことを選択します。デフォルトでは選択されていません。

Oracle OCI ステージの「入力」ページの「列」タブ
「列」タブで、入力リンクの列メタデータを表示および変更できます。
列メタデータに行った変更を保存するには、「保存」ボタンを押します。既存のソ
ース表をロードするには、「ロード」ボタンを押します。「表定義」ウィンドウ
で、ロードする適切な表を選択し、「OK」をクリックします。「選択された列」ダ
イアログが表示されます。データ・タイプが正しく変換されるように、「全 Char
列で Unicode を必ず使用」チェック・ボックスを非選択状態にします。

Oracle OCI ステージの「入力」ページの「SQL」タブ
「SQL」タブには、「照会」タブ、「BEFORE」タブ、「AFTER」タブ、「生成
DDL」タブ、および「ユーザー定義 DDL」タブが含まれています。これらのタブを
使用して、ステージによって生成される SQL ステートメントと、ユーザーが入力
する SQL ステートメントを表示します。
v 「照会」。 このタブは、デフォルトで表示されます。これは「全般」タブに似て
いますが、データを Oracle に書き込むための SQL ステートメントが含まれてい
ます。この基になるのは、ステージ・プロパティーとリンク・プロパティーの現
行値です。「照会タイプ」が、「カスタム SQL ステートメントを入力」または
「実行時にファイルから SQL をロード」に設定されていない場合は、これらの
ステートメントを編集できません。
v 「BEFORE」。ステージがジョブ・データ列を処理する前に実行される SQL ス
テートメントを含みます。「BEFORE」タブのパラメーターは、「BEFORE
SQL」と「BEFORE SQL の失敗時に続行」のグリッド・プロパティーに対応しま
す。「BEFORE SQL の失敗時に続行」プロパティーは「致命的でないエラーと
して処理」チェック・ボックスによって表示され、この SQL ステートメントは
サイズ変更可能編集ボックスに入力されます。「BEFORE」タブと「AFTER」タ
ブは似ています。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。
「BEFORE SQL」は実行される最初の SQL ステートメントです。 BEFORE ス
テートメントの実行に失敗したときに、ジョブを続けるか終了するかを選択でき
ます。これは、トランザクションのグループ化方式に影響しません。コミットま
たはロールバックは、リンク単位で実行されます。
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ステートメント区切り文字が 2 個のセミコロン ( ;; ) であれば、各 SQL ステー
トメントは別のトランザクションとして実行されます。セミコロン ( ; ) が区切
り文字であれば、すべての SQL ステートメントが単一トランザクションで実行
されます。
「致命的でないエラーとして処理」。これが選択されていると、「BEFORE
SQL」が原因のエラーは警告としてログに記録され、次のコマンド・バッチの処
理を続行します。実行が異なるごとに、別のトランザクションとして処理されま
す。非選択状態であれば、ジョブにとって致命的エラーと見なされて、トランザ
クション・ロールバックが行われます。トランザクションがコミットされるの
は、すべてのステートメントが正常に実行された場合のみです。
v 「AFTER」。ジョブ・データ行をステージが処理した後で実行される SQL ステ
ートメントが含まれています。このタブに関するパラメーターは、「AFTER SQL
」と「AFTER SQL の失敗時に続行」のグリッド・プロパティーに対応します。
「AFTER SQL の失敗時に続行」プロパティーは「致命的でないエラーとして処
理」チェック・ボックスによって表示され、この SQL ステートメントはサイズ
変更可能編集ボックスに入力されます。「BEFORE」タブと「AFTER」タブは似
ています。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。
AFTER SQL ステートメントは、実行予定の最後の SQL ステートメントです。
ユーザーが何を選択したかによって、AFTER SQL ステートメントの実行に失敗
した後でジョブは続行するか終了します。これは、トランザクションのグループ
化方式に影響しません。コミットまたはロールバックは、リンク単位で実行され
ます。
ステートメント区切り文字が 2 個のセミコロン ( ;; ) であれば、各 SQL ステー
トメントは別のトランザクションとして実行されます。セミコロン ( ; ) が区切
り文字であれば、すべての SQL ステートメントが単一トランザクションで実行
されます。
「致命的でないエラーとして処理」の動作は「BEFORE」の場合と同じです。
v 「生成 DDL」。「オプション」タブの「表作成アクション」フィールドで
「DDL の生成」または「ユーザー定義 DDL」を選択して、このタブを使用可能
にします。
「CREATE TABLE ステートメント」フィールドには、CREATE TABLE ステー
トメントが表示されます。これは列メタデータ定義と、「表作成プロパティー」
ダイアログ・ボックスで提供される情報とから生成されます。 「表のドロップ・
アクション」リストから「ターゲット表をドロップしない」以外のオプションを
選択すると、「DROP ステートメント」フィールドには、ターゲット表をドロッ
プするための、生成された DROP TABLE ステートメントが表示されます。
v 「ユーザー定義 DDL」。このタブを使用可能にするには、「オプション」タブの
「表作成アクション」または「表のドロップ・アクション」フィールドにある
「ユーザー定義 DDL」を選択します。生成された DDL ステートメントがあらか
じめ表示されており、それを編集して CREATE TABLE ステートメントおよび
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DROP TABLE ステートメントを定義できます。プロパティー値が FILE= で開始
されている場合、残りのテキストはパス名と解釈され、ファイルの中にプロパテ
ィー値が入っています。
「DROP TABLE ステートメント」フィールドが表示されないのは、「ユーザー
定義 DDL」が「表のドロップ・アクション」フィールドで選択されていない場合
です。「ターゲット表をドロップしない」が選択された場合は、「生成 DDL」タ
ブと「ユーザー定義 DDL」タブの「DROP ステートメント」フィールドは空で
す。
注: ステージが生成したオリジナルの DDL ステートメントから作成したユーザ
ー定義 DDL ステートメントを変更した場合、他の表関連のプロパティーを変更
しても、ユーザー定義 DDL ステートメントには反映されません。例えば、ユー
ザー定義 DDL ステートメントを変更したあとで、列グリッドに新しい列を加え
ると、新しい列は生成 DDL ステートメントに現れますが、ユーザー定義 DDL
ステートメントには現れません。

「トランザクション処理」タブ
Oracle OCI ステージは、トランザクションのグループ化、つまり Transformer ステ
ージからの入力リンクのグループ化をサポートしています。トランザクション処理
を使用して、単一データ・ソースに書き込み中の 1 つのトランザクションの開始、
コミット、またはロールバックを、入力リンクのグループ単位で制御できます。
「失敗時」または「スキップ時」の値を使用して、トランザクションをコミットす
るかどうかを指定できます。
「トランザクション処理」タブでは、ステージがデータ・ソースに書き込む際のト
ランザクション処理機能を表示できます。分離レベルを選択できます。
単一のリンクが存在する場合、「トランザクション処理」タブには次のパラメータ
ーが含まれます。
v 「トランザクションごとの行数」。「トランザクションのグループ化有効」が非
選択状態であれば、データが表にコミットされる前に書き込む行数を、「トラン
ザクションごとの行数」に設定できます。デフォルト値は 0 です。つまり、すべ
ての 行が書き込まれてから、表にコミットされます。
「全般」タブ・ページの「トランザクション・サイズ」フィールドに値が入って
いる既存のジョブをアップグレードする場合は、その値でトランザクションごと
の行数が決まります。ただし、これは、「トランザクションごとの行数」フィー
ルドの値が 0 であることが前提です。
「トランザクションごとの行数」フィールドにゼロより大きい値が入っている
と、その値でトランザクションごとの行数が決まり、「トランザクション・サイ
ズ」フィールドに値が入っていても無視されます。
新規ジョブの作成時には、「トランザクションごとの行数」フィールドでトラン
ザクションごとの行数を設定します。「トランザクション・サイズ」フィールド
は使用しません。
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注: Oracle OCI の前のリリースでは、手動でジョブを停止すると、保留中のトラ
ンザクションはデータベースに書き込まれていました。現在は、保留中のトラン
ザクション、すなわち、まだコミットされていないトランザクションは、ロール
バックされます。
単一 Transformer ステージからの複数のリンクが存在する場合、「トランザクショ
ン処理」タブには次のパラメーターが含まれます。
v 「トランザクションのグループ化有効」。 これが選択されていると、現在選択済
みの入力リンクが属すトランザクション・グループの詳細がグリッドに表示され
ます。デフォルトでは、このチェック・ボックスは選択されていません。
「トランザクションのグループ化有効」が選択されていると、トランザクショ
ン・グループが使用できる「トランザクションごとの行数」の値は 1 のみです。
v 「入力名」。 入力リンクの名前で、編集不能です。
v 「スキップ時」。制約を満たしていないためリンクがスキップされる場合、トラ
ンザクションを続行するかロールバックするかを指定します。
v 「失敗時」。SQL ステートメントの実行に失敗した場合、続行するかロールバッ
クするかを指定します。

トランザクションの処理
トランザクション・グループのトランザクション制御情報を指定できます。

手順
1. 「トランザクション処理」タブをクリックします。
2. 「トランザクションのグループ化有効」を選択します。
3. トランザクション・グループには、「トランザクションごとの行数」が自動的に
1 に設定されます。ユーザーがこの設定値を変更することはできません。
4. トランザクション・グループに関する必要な詳細をグリッドで提供します。グリ
ッドには、トランザクション・グループ内のリンクごとに 1 行が設けられてい
ます。リンクはトランザクション処理順に表示されます。この順序は、先行する
Transformer ステージで設定されます。各行には次の情報が含まれています。
v 「入力名」。入力リンクの名前で、編集不能です。
v 「スキップ時」。制約を満たしていないためリンクがスキップされる場合、ト
ランザクションを続行するかロールバックするかを指定します。制御リンクが
別のトランザクションを開始するまで、そのリンクに到着した行はスキップさ
れます。リストから「続行」または「ロールバック」を選択します。
v 「失敗時」。 SQL ステートメントの実行に失敗した場合、続行するかロール
バックするかを指定します。リストから「続行」または「ロールバック」を選
択します。

リジェクト行の処理
入力リンクの処理中に、ユニーク制約違反やデータ・タイプの不一致などのさまざ
まな理由で、データベースによってデータ行がリジェクトされることがあります。
Oracle OCI ステージは、リジェクトされた行をジョブのログに書き込みます。
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このタスクについて
Oracle メッセージの詳細は、Oracle データベースから返されるエラー・メッセージ
を参照してください。
IBM InfoSphere DataStage には、リジェクト行処理の別の方法があります。

手順
1. 「配列サイズ」を 1 に設定します。
2. Transformer ステージを使用して、リジェクト行をリダイレクトします。

次のタスク
リジェクト行用の適切なターゲット (Sequential File ステージなど) を選択して、ジ
ョブをデザインします。このターゲットは、リジェクトされた行の値の問題が解決
したあとで入力ソースとして再使用します。

Oracle へのデータの書き込み
生成されたかユーザー定義の INSERT、DELETE、または UPDATE の各 SQL ステ
ートメントを使用して、IBM InfoSphere DataStage から Oracle データベースにデー
タを書き込むことができます。

SQL ステートメントと Oracle OCI ステージ
Oracle OCI ステージの SQL ステートメントは、入力リンクと出力リンクから作成
できます。
入力リンクからは、INSERT ステートメント、UPDATE ステートメント、および
DELETE ステートメントを作成できます。出力リンクからは SELECT ステートメ
ントを作成できます。
SQL ステートメントを作成するには、4 つの方法があります。
v SQL ビルダーを使用する。
v OCI ステージに提供された値を基にステートメントを生成する。
v ユーザー定義 SQL ステートメントを入力する。
v 実行時にファイルから SQL ステートメントをロードする。

サーバー・ステージからの SQL ビルダーへのアクセス
グラフィカル・インターフェースを使用して SQL ステートメントを作成するに
は、SQL ビルダーを使用します。

手順
1. 入力リンクまたは出力リンクの「全般」タブから、または「SQL」タブから、
「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」を選択します。
2. 「SQL ビルダー」ボタンをクリックします。「SQL ビルダー」ウィンドウが開
きます。
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生成された SQL ステートメントを使用したデータの書き込み
デフォルトでは、IBM InfoSphere DataStage は、作成した INSERT、DELETE、また
は UPDATE SQL ステートメントを使用して Oracle 表にデータを書き込みます。
生成された SQL ステートメントは、ステージの入力プロパティーに指定した
InfoSphere DataStage 表および列定義を使用して、自動的に作成されます。「SQL」
タブには、データを書き込む SQL ステートメントが表示されます。

手順
1. 「照会タイプ」リストから「「オプション」タブと「列」タブから更新アクショ
ンを生成」を選択します。
2. 「更新アクション」リストから適切なオプションを選択することで、データの書
き込み方法を指定します。生成ステートメント用の次のオプションのうちの 1
つを選択します。
v 「表をクリアしてから行を挿入」
v 「表を切り捨て後に行を挿入」
v 「クリアせずに行を挿入」
v 「既存の行のみを削除」
v 「既存の行を完全に置換」
v 「既存の行のみを更新」
v 「既存の行を更新または新規行を挿入」
v 「新規行を挿入または既存の行を更新」
v 「ユーザー定義 SQL」
v 「ユーザー定義 SQL ファイル」
個々の更新アクションの説明は、 「入力データの定義」 をお読みください。
3. 入力リンクの説明 (省略可能) を「説明」フィールドに入力します。
4. 「オプション」ページの「表名」フィールドに表名を入力します。
5. 「入力」ページの「列」タブをクリックします。「列」タブが表示されます。
6. 「列」グリッドを編集して、書き込む列の列定義を指定します。
ユーザーが選択した更新アクションと指定した列が使用されて、SQL ステート
メントは自動的に作成されます。
7. 「入力」ページの「SQL」タブをクリックし、次に「生成」タブをクリックして
この SQL ステートメントを表示します。このステートメントをここで編集する
ことはできませんが、いつでもこのタブをクリックして、生成ステートメントの
部分を選択してコピーし、ユーザー定義 SQL ステートメントに貼り付けること
ができます。
8. 「OK」をクリックして「ORAOCI9 ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じま
す。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

ユーザー定義 SQL ステートメントを使用したデータの書き込み
IBM InfoSphere DataStage によって作成された SQL ステートメントを使用してデ
ータを書き込む代わりに、ORAOCI 入力リンクごとにユーザー独自の
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INSERT、DELETE、または UPDATE ステートメントを入力できます。 SQL ステ
ートメントには、表名、実行する更新アクションのタイプ、および書き込み先の列
を必ず含めてください。

手順
1. 「照会タイプ」リストから「カスタム SQL ステートメントを入力」を選択しま
す。
2. 「SQL」タブの「ユーザー定義」タブをクリックします。
3. ターゲットの Oracle 表にデータを書き込む SQL ステートメントを入力しま
す。このステートメントには、表名、実行する更新アクションのタイプ、および
書き込む列を含めなければなりません。入力リンクには、2 つの SQL ステート
メントのみがサポートされます。
データを書き込む INSERT ステートメントには、ステージ入力列ごとにパラメ
ーター・マーカーとしてコロン ( : ) を付けた VALUES 節を入れなければなり
ません。 UPDATE ステートメントには、ステージ入力列ごとにパラメーター・
マーカー付きの SET 節を入れなければなりません。UPDATE ステートメントと
DELETE ステートメントには、主キー列にパラメーター・マーカーを付けた
WHERE 節を入れなければなりません。パラメーター・マーカーは、ステージ・
プロパティーにリストされた関連列と同じ順番にする必要があります。例を示し
ます。
insert emp (emp_no, emp_name) values (:1, :2)

2 つの SQL ステートメントを指定すると、1 つのトランザクションとして実行
されます。末尾にセミコロンを付けないでください。
行の値をパラメーターとして構文解析する機能がないので、ストアード・プロシ
ージャーを呼び出しできません。
ユーザー定義 SQL ステートメントを指定しない場合は、ステージが自動的に
SQL ステートメントを生成します。
4. 「OK」をクリックして「ORAOCI9 ステージ」ダイアログ・ボックスを閉じま
す。ジョブ・デザインを保存すると変更が保存されます。

出力データの定義
出力リンクは Oracle データベースから読み取るデータを指定します。出力リンクの
データも、IBM InfoSphere DataStage によって作成された SQL ステートメント、
またはユーザー定義 SQL ステートメントを使用して指定できます。
これらの SQL ステートメントには次のものがあります。
v 「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」を使用して、完全生成さ
れるもの。
v 「照会タイプ」として「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」
を使用して、列生成されるもの。
v 「照会タイプ」として「カスタム SQL ステートメントを入力」を使用して、テ
キスト全体が入力されるか編集されるもの。
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v 「照会タイプ」として「実行時にファイルから SQL をロード」を使用して、フ
ァイルから入力されるもの。
SQL ビルダー・オプションの「完全生成 SQL」によるステートメントの生成は、
SQL テキストを生成する最も便利な方式です。これは、「照会タイプ」として
「SQL ビルダー・ツールを使用」を選択するとアクティブにされます (「「全般」
タブ」を参照)。 「SQL ビルダー」ダイアログ・ボックスには、Oracle データベー
スからデータを抽出する SQL ステートメントの生成に必要な情報がすべて含まれ
ています。
以降のセクションでは、GUI の「ORAOCI9 ステージ」ウィンドウの「出力」ペー
ジで定義する生成された照会またはユーザー定義照会に関して、SQL SELECT ステ
ートメントを使用する際の違いを説明します。

「出力」ページ
「出力」ページには、1 つのフィールドと、「全般」、「オプション」、「列」、
および「SQL」の各タブがあります。
v 「出力名」。出力リンクの名前。編集するリンクを「出力名」リストから選択し
ます。このリストには、Oracle OCI ステージのすべての出力リンクが表示されま
す。
v 「列...」ボタンと「データ参照...」ボタンの機能は、「入力」ページの場合と同じ
です。

Oracle OCI ステージの「出力」ページの「全般」タブ
「全般」には、照会のタイプと、必要に応じて、関連するウィンドウを開くボタン
が表示されます。
「全般」タブには、次のフィールドがあります。
v 「照会タイプ」。次のオプションを表示します。
– 「SQL ビルダー・ツールを使用」。 これは、SQL ビルダー・グラフィカル・
インターフェースを使用して SQL ステートメントを作成する指定です。この
オプションを選択すると、「SQL ビルダー」ボタンが表示されます。「SQL
ビルダー」をクリックすると、SQL ビルダーが開きます。これはデフォルト設
定です。
– 「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」。 これは、「列」タ
ブでユーザーが選択する列を基に InfoSphere DataStage が SELECT 節を生成
する指定です。このオプションを選択すると、「SQL 節」ボタンが表示され
ます。「SQL 節」をクリックすると、「SQL 節」ウィンドウが開きます。こ
のウィンドウを使用して、SQL ステートメントを変更します。
– 「カスタム SQL ステートメントを入力」。 これは、「SQL」タブを使用し
てカスタム SQL ステートメントを作成する指定です。
– 「実行時にファイルから SQL をロード」。 これは、サーバーに存在する指
定ファイルのパス名内にある SQL 照会を使用してデータを抽出する指定で
す。照会のテキストではなく、このファイルのパス名を入力します。これを選
択することで、SQL ステートメントを編集できます。
v 「説明」。出力リンクの説明を入力できます (オプション)。
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「SQL 節」ウィンドウ
このウィンドウを使用し、FROM 節、WHERE 節、または他の SQL 節を入力しま
す。ここには、「節」タブと「SQL」タブがあります。
v 「節」タブ。 このタブを使用して、列生成された SQL 照会を作成します。ここ
には、データの条件付き抽出を行うオプションの SQL 節があります。「節」タ
ブは、次の 3 つのペインに分割されています。
– 「FROM 節 (表名):」。 SQL ステートメントの実行対象となる表の名前を指
定できます。「表定義」にアクセスするには、「...」(省略符号) をクリックし
ます。
– 「WHERE 節」。 選択されるデータが満たしていなければならない基準を指
定する SQL WHERE 節を挿入できます。
– 「その他の節」。 データのソート、合計、アグリゲートを行うための、
GROUP BY、HAVING、または ORDER BY 節を入力できます。
v 「SQL」タブ。 このタブを使用して、Oracle からデータを読み取る SQL ステー
トメントを表示します。これらのステートメントは編集できませんが、「コピ
ー」を使用してクリップボードにコピーして、別の場所で使用することができま
す。

Oracle OCI ステージの「出力」ページの「オプション」タブ
このタブを使用して、トランザクション分離、配列サイズ、プリフェッチ・メモリ
ー・サイズ、および大/小文字の区別を指定します。
「オプション」タブには次のパラメーターがあります。
v 「トランザクション分離」。最良のパフォーマンスを達成するために、ジョブ内
のトランザクションと他のトランザクション間での必要な整合性と並列処理の制
御を提供するトランザクションの分離レベルを指定します。 Oracle では、照会が
読み取ったデータをほかのトランザクションが変更できるため、2 つの照会を実
行した場合、ほかのトランザクションがデータを変更している可能性がありま
す。したがって、指定の照会を 2 回実行するトランザクションは、反復不能読み
取りおよびファントムの両方になる可能性があります。次のトランザクションの
分離レベルのうちの 1 つを使用してください。
– 「READ COMMITTED」。変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデ
ータに共有ロックをかけます。トランザクションで実行される各照会に提示さ
れるのは、その照会 (トランザクションではない) の開始前にコミットされた
データのみです。 Oracle 照会は、ダーティー (つまり、非コミット) データを
読み取りません。これはデフォルト値です。
– 「SERIALIZABLE」。変更データに排他ロックをかけ、他のすべてのデータ
に共有ロックをかけます。これで提示されるのは、トランザクションの開始時
にコミットされている変更と、トランザクション自体が INSERT、UPDATE、
および DELETE ステートメントを介して行った変更のみです。
「SERIALIZABLE」を指定したトランザクションでは、「反復不能読み取り」
または「幻像読み取り」は起こりません。
– 「READ-ONLY」。トランザクションの開始時にコミットされている変更内容
のみが提示されます。このレベルは、INSERT、UPDATE、および DELETE ス
テートメントを許可しません。

140

接続ガイド: Oracle データベース編

v 「配列サイズ」。データベースから一度に読み取る行数を指定します。1 回の呼
び出しでプリフェッチする行数を正整数で入力します。この値は、行のプリフェ
ッチと配列フェッチの両方に使用されます。大きい数値を指定すると、行をキャ
ッシュに入れるためにクライアント側のメモリーがたくさん使用されます。実行
するステートメントが少なければ、サーバーとの往復が最小化され、パフォーマ
ンスが最大化されます。この数値が大きすぎると、クライアントはメモリー不足
になることがあります。
v 「プリフェッチ・メモリー設定」。プリフェッチされる最上位行のメモリー・レ
ベルを設定します。詳細は、Oracle の資料を参照してください。バイト数で値を
表わします (Express®)。
v 「配列フェッチを使用不可にする」。Oracle 配列フェッチを使用可能または使用
不可にします。配列フェッチはデフォルトで使用可能になっています。「配列サ
イズ」の値が配列フェッチ・サイズに使用されます。
v 「表名と列名の大/小文字を区別」。表名と列名の大/小文字を区別して使用できる
ようにします。SQL ステートメント内の表名と列名を自動的に二重引用符 (" ")
で囲むことを選択します。デフォルトでは選択されていません。
注: 「表名と列名の大/小文字を区別」を選択した場合は、「列」タブの「出力仕
様」セルに修飾付き列名を指定する際に、これらの表名と列名を二重引用符 (" ")
で囲まなければなりません。

Oracle OCI ステージの「出力」ページの「列」タブ
このタブには、選択したリンクの出力であるデータの列定義が含まれます。
「列」タブ・ページは、ODBC ステージの「列」タブと同じように動作し、アグリ
ゲートする列を指定します。
出力リンクの列定義には、キー・フィールドが含まれています。キー・フィールド
は、Transformer ステージへの 1 次入力と参照入力を結合するために使用されま
す。参照出力リンクの場合、Oracle OCI キーが SQL SELECT ステートメントの
WHERE 節を使用してデータを読み取ります。
「列」タブの「出力仕様」セルには、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーから
表定義がロードされるときに、完全修飾列名が入ります。「出力仕様」セルに値が
入っていない場合、Oracle OCI は、列名のみを使用して「SQL」タブの「生成」タ
ブに表示される SELECT ステートメントを生成します。それ以外は、「出力仕様」
セルの内容を使用します。このフォーマットは、リポジトリーで使用されているフ
ォーマットによって左右され、owner.table.name.columnname または
tablename.columnname です。
参照リンクの列定義には、キー・フィールドが必要です。キー・フィールドは、
Transformer ステージへの参照入力を結合します。 Oracle OCI キーは、SQL
SELECT ステートメントの WHERE 節を使用してデータを読み取ります。

Oracle OCI ステージの「出力」ページの「SQL」タブ
このタブを使用して、Oracle からのデータの読み取りに使用する SQL ステートメ
ントを作成します。これには、「照会」、「前処理」、「後処理」タブが含まれて
います。
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v 「照会」。「照会タイプ」として「SQL ビルダー・ツールを使用」または「列リ
ストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」を選択すると、このタブは読
み取り専用になります。「照会タイプ」が、「カスタム SQL ステートメントを
入力」であれば、このタブには、Oracle からデータを読み取る際に実行される
SQL ステートメントが入っています。GUI は、開始点として、ステージによって
生成される SQL ステートメントをこのタブに表示します。しかし、必要に応じ
て、適切で有効な SQL ステートメントを入力できます。「照会タイプ」が「実
行時にファイルから SQL をロード」であれば、ファイルのパス名を入力しま
す。
v 「BEFORE」。ステージがジョブ・データ列を処理する前に実行される SQL ス
テートメントを含みます。「BEFORE」には、実行される最初の SQL ステート
メントが表示されるので、BEFORE SQL ステートメントの実行が失敗した後で
ジョブを続行するか異常終了するかを指定できます。これは、トランザクション
のグループ化方式に影響しません。コミット/ロールバックは、リンク単位で実行
されます。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中からプロパティー値が提供されます。
v 「AFTER」。ステージがジョブ・データ列を処理したあとに実行される AFTER
SQL ステートメントを含みます。これは実行される最後の SQL ステートメント
なので、AFTER SQL ステートメントの実行が失敗した後でジョブを続行するか
異常終了するかを指定できます。これは、トランザクションのグループ化方式に
影響しません。コミット/ロールバックは、リンク単位で実行されます。
プロパティー値が FILE= で開始されている場合、残りのテキストはパス名と解釈
され、ファイルの中にプロパティー値が入っています。

Oracle からのデータの読み取り
生成された照会またはユーザー定義照会を使用して、Oracle データベースから IBM
InfoSphere DataStage にデータを読み取ることができます。
参照リンクの列定義には、キー・フィールドが含まれていなければなりません。キ
ー・フィールドを使用して、Transformer ステージへの 1 次入力と参照入力を結合
します。
Oracle OCI キーは、SQL SELECT ステートメントの WHERE 節を使用してデータ
を読み取ります。

生成された照会の使用
Oracle OCI ステージは、自身が生成する完全な SQL SELECT ステートメントを使
用して、Oracle データ・ソースからデータを抽出します。この SQL ステートメン
トは、ステージの出力プロパティーに入力された情報を基にして自動的に作成され
ます。
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手順
1. 「列リストから SELECT 節を生成。その他の節を入力」を選択します。データ
は、Oracle OCI ステージによって生成された SQL SELECT ステートメントを
使用して、Oracle データベースから抽出されます。また、「SQL 節」ボタンも
表示されます。
2. 「SQL 節」をクリックします。「SQL 節」ウィンドウが開きます。
SQL SELECT ステートメントの構文は次のとおりです。
SELECT clause FROM clause
[WHERE clause]
[GROUP BY clause]
[HAVING clause]
[ORDER BY clause];

SQL SELECT ステートメントの例
SQL SELECT ステートメントには、「SQL 節」ウィンドウの「FROM 節 (表
名)」、「WHERE 節」および「その他の節」フィールドにユーザーが入力した内容
に基づいて作成された他の必要な節も含まれています。
例えば、値を指定して以下のタスクを実行できます。
v Table1 の表から「Name」、「Address」、「City」、「State」、「AreaCode」、
および「Telephone Number」の列を選択します。
v 「Where 節」テキスト・ボックスで「AreaCode」に 617 の値を指定します。
v 「City」列で順番に並べることを、「その他の節」テキスト・ボックスに指定し
ます。
「SQL」タブに次の SQL ステートメントが表示されます。
SELECT Name, Address, City, State, AreaCode, Telephone
FROM Table1 WHERE AreaCode = 617 ORDER BY City;

ユーザー定義照会の使用
Oracle OCI ステージによって生成された SQL ステートメントを使用する代わり
に、Oracle OCI 出力リンクごとにユーザー独自の SQL ステートメントを入力でき
ます。

手順
1. 「出力」ページの「全般」タブにある「照会タイプ」リストから「カスタム
SQL ステートメントを入力」を選択します。「SQL」タブが有効になります。
2. 選択された列をユーザー定義 SQL ステートメントにドラッグして編集できま
す。出力リンクでは、1 つの SQL ステートメントのみがサポートされます。出
力リンクの表定義が正しく、期待どおりの列を表示していることを確認してくだ
さい。
3. ユーザーの入力が「FILE」で開始されていると、残りのテキストはパス名と解釈
されるので、ファイルの中に照会のテキストがあります。
4. 「OK」をクリックしてこのウィンドウを閉じます。ジョブ・デザインを保存す
ると変更が保存されます。
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DATE データ・タイプの考慮事項
Oracle DATE データ・タイプに、日付と時間情報が含まれます (Oracle には TIME
データ・タイプはありません)。DATE データ・タイプが含まれた Oracle メタデー
タをインポートするときに、Oracle OCI ステージは、デフォルトで、Oracle DATE
データ・タイプを Timestamp データ・タイプにマップします。
InfoSphere DataStage は、Oracle 日付の読み書き時に YYYY-MM-DD HH24:MI:SS の
変換を行います。InfoSphere DataStage データ・タイプが Timestamp の場合、
InfoSphere DataStage は、INSERT ステートメントを生成して Oracle 日付を書き込
むときに、この列に to_timestamp 関数を使用します。InfoSphere DataStage デー
タ・タイプが Timestamp または Date の場合、InfoSphere DataStage は、SELECT
ステートメントを生成して Oracle 日付を読み取るときに、この列に to_char 関数
を使用します。
次の例は、Oracle サーバーに DATE データ・タイプで表を作成します。インポー
トされた InfoSphere DataStage データ・タイプは Timestamp です。
create table dsdate (one date);

Oracle OCI ステージが入力リンクまたは出力リンクのいずれで使用されているかに
よって、この結果は異なります。
v 入力リンク。 ステージは次の SQL ステートメントを生成します。
insert into dsdate(one) values(TO_DATE(:1, ’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))

v 出力リンク。 ステージは次の SQL ステートメントを生成します。
select TO_CHAR(one, ’YYYY-MM-DD HH24:MI:SS’) FROM dsdate

Oracle データ・タイプのサポート
Oracle OCI ステージは、文字、数値、日付、およびその他のデータ・タイプをサポ
ートします。Oracle 表用の IBM InfoSphere DataStage 表定義を作成するときは、デ
ータ・タイプに適した SQL タイプ、長さ、およびスケールの各属性を指定しま
す。

文字データ・タイプ
Oracle OCI ステージは、CHAR および VARCHAR2 の Oracle データ・タイプをサ
ポートします。
次の表に、Oracle の文字データ・タイプ、その IBM InfoSphere DataStage SQL タ
イプの定義、および、指定する必要がある、対応する長さ属性を要約します。

144

接続ガイド: Oracle データベース編

表 31. Oracle 文字データ・タイプと、InfoSphere DataStage の対応するデータ・タイプ
Oracle データ・タイ
プ

InfoSphere DataStage
SQL タイプ
長さ

CHAR (size)

Char (size)

size

注
長さが size の固定長
文字データ。
表内のどの行も固定
長 (末尾にスペースを
付ける)。最大サイズ
は 255 バイト/行、デ
フォルトのサイズは
1 バイト/行。

VARCHAR2 (size)

VarChar (size)

size

可変長文字データ。
最大サイズ size を必
ず指定。
VarChar は各行ごと
に可変で、最大 2000
バイト/行。

数値データ・タイプ
Oracle OCI ステージは、NUMBER Oracle データ・タイプをサポートします。
以下の表に Oracle の NUMBER データ・タイプ、その IBM InfoSphere DataStage
SQL タイプの定義、および、指定する必要がある、対応する長さ属性およびスケー
ル属性を要約します。
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表 32. Oracle 数値データ・タイプと、InfoSphere DataStage の対応するデータ・タイプ
Oracle データ・
タイプ
NUMBER (p,s)

InfoSphere
DataStage SQL
タイプ
Decimal Double
Float Numeric
Integer Real

長さ

スケール

注

p p

s s

InfoSphere
DataStage SQL
タイプ定義のど
れが使用される
かは、表内の列
のアプリケーシ
ョン (つまり、
列の使われ方)
によって異な
る。
Decimal 値の最
大精度は 38
桁。 Decimal と
Numeric は同義
語。Oracle
NUMBER 値の全
範囲が、精度を
落とさずにサポ
ートされる。

Oracle の追加の数値データ・タイプ
Oracle OCI ステージは、BINARY_DOUBLE および BINARY_FLOAT の Oracle デ
ータ・タイプをサポートします。
以下の表は、Oracle の追加の数値データ・タイプとその IBM InfoSphere DataStage
SQL タイプ定義を要約したものです。

146

接続ガイド: Oracle データベース編

表 33. 追加の数値データ・タイプと InfoSphere DataStageでのその対応するデータ・タイプ
Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL
タイプ

BINARY_DOUBLE

Double

注
v 表が読み取られるときに
は、InfoSphere DataStage
は、列のデータ・タイプを
BINARY_DOUBLE から
SQL_DOUBLE に変換す
る。
v 表が更新されるときには、
InfoSphere DataStage は、
列のデータ・タイプを
SQL_DOUBLE から
BINARY_DOUBLE に変換
する。
注: 次の手順を実行して、ソ
ース列のデータ・タイプを決
める。メタデータ定義のイン
ポート時には、「インポー
ト」 >「表定義」>「プラグ
イン・メタデータ定義」を選
択する。 「ORAOCI9」を選
択する。「列説明を含める」
を選択すると、メタデータの
インポートに「列」タブにあ
る説明列が含まれる。
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表 33. 追加の数値データ・タイプと InfoSphere DataStageでのその対応するデータ・タイプ
(続き)
Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL
タイプ

BINARY_FLOAT

Float

注
v 表が読み取られるときに
は、InfoSphere DataStage
は、列のデータ・タイプを
BINARY_FLOAT または
FLOAT を SQL_FLOAT
に変換する。
注: 次の手順を実行して、
ソース列のデータ・タイプ
を決める。メタデータ定義
のインポート時には、「イ
ンポート」 >「表定義」
>「プラグイン・メタデー
タ定義」を選択する。
「ORAOCI9」を選択す
る。「列説明を含める」を
選択すると、メタデータの
インポートに「列」タブに
ある説明列が含まれる。
v 表が更新されるときには、
InfoSphere DataStage は、
列のデータ・タイプを
SQL_FLOAT から
BINARY_FLOAT または
FLOAT のいずれかに変換
する。BINARY_FLOAT を
表すには、キーワード
BINARY_FLOAT を
「列」タブの列の説明フィ
ールドのどこかに入れる。
BINARY_FLOAT がある
と、InfoSphere DataStage
は、SQL_FLOAT を
BINARY_FLOAT に変換す
る。BINARY_FLOAT が
ないと、InfoSphere
DataStage は、SQL_FLOAT
を FLOAT (精度付き) に
変換する。

日付データ・タイプ
Oracle OCI ステージは、DATE Oracle データ・タイプをサポートします。
以下の表は、Oracle の DATE データ・タイプと IBM InfoSphere DataStage SQL タ
イプ定義を要約したものです。
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表 34. Oracle 日付データ・タイプと、InfoSphere DataStage の対応するデータ・タイプ
Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL
タイプ

DATE

Timestamp

注
InfoSphere DataStage のデフ
ォルトのデータ・タイプ
Timestamp のデフォルトのフ
ォーマットは、YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS です。
InfoSphere DataStage デー
タ・タイプが Timestamp の
場合、InfoSphere DataStage
は、INSERT ステートメント
を生成して Oracle 日付を書
き込むときに、この列に
to_date 関数を使用します。
InfoSphere DataStage デー
タ・タイプが Timestamp ま
たは Date の場合、InfoSphere
DataStage は、SELECT ステ
ートメントを生成して Oracle
日付を読み取るときに、この
列に to_char 関数を使用しま
す。

その他のデータ・タイプ
Oracle OCI ステージは、CLOB Oracle データ・タイプをサポートします。
次の表は、Oracle および IBM InfoSphere DataStage のその他のデータ・タイプの要
約です。
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表 35. Oracle のその他のデータ・タイプとそれに対応する InfoSphere DataStage のデータ・
タイプ
Oracle データ・タイプ

InfoSphere DataStage SQL
タイプ

CLOB

SQL_LONGVARCHAR

注
Oracle OCI ステージは、精
度が 4KB より大きい
LONGVARCHAR データ・タ
イプを Oracle の CLOB デー
タ・タイプにマッピングする
ことで、CLOB データ・タイ
プをサポートする。CLOB 列
定義を処理するには、「列」
タブで InfoSphere DataStage
LONGVARCHAR データ・タ
イプを列のデータ・タイプと
して選択し、4 KB より大き
い長さを指定する。
InfoSphere DataStage でサポ
ートされる最大サイズは 2
GB。データ・タイプが
CLOB の列は、キーとして使
用できない。

$ 文字と # 文字の取り扱い
Oracle OCI ステージを使用するジョブの中で、表名および列名の中で番号記号 (#)
文字およびドル記号 ($) 文字を使用する Oracle OCI データベースに接続できま
す。InfoSphere DataStage は、この文字を内部フォーマットに変換し、必要に応じて
元に戻します。

このタスクについて
この機能を利用するには、次の操作を行う必要があります。
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレータークライアント
で、対象プロジェクトの「環境変数」ダイアログ・ボックスを開き、環境変数
DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT を true に設定します (これは、
「全般」の下の「カスタマイズ」ブランチにあります)。
v Oracle の表名または列名では「__035__」と「__036__」のストリングを使用しな
いでください。 「__035__」は # の内部表記で、「__036__」は $ の内部表記で
す。
メタデータのインポートには、ステージの「メタデータのインポート・ツール」を
使用し、手作業での編集を避けてください (これによって、誤りや混乱が起こるリ
スクは少なくなります)。
いったん表定義がロードされると、表定義とデータ・ブラウザーの両方には、元の
Oracle 名ではなく内部の表名と列名が表示されます。内部列名は出力仕様と式にも
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使用されます。ただし、元の名前 (つまり $ や # を含む名前) は生成された SQL
ステートメントで使用されます。また、自分でジョブに SQL を入力する場合は元
の名前を使用する必要があります。
サーバー・ジョブで Oracle OCI ステージを使用しており、 Oracle 列を含む SQL
ステートメントを入力する場合は、外部名を使用します。ステージ内の列は、
:1、:2、以下同様 (パラメーター・マーカー) で表され、Oracle 列に順にバインドさ
れるので、これらの名前の入力で悩む必要はありません。これは次のものに適用さ
れます。
v 照会
v 更新
v 挿入
v キー
v 選択
v WHERE 節
例えば、更新の場合は次のように入力できます。
UPDATE tablename SET ##B$ = :1 WHERE

$A# = :2

このステートメントのキー ($A#) が、外部名で指定されていることに注目してくだ
さい。
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第 6 章 Oracle OCI Load ステージ
Oracle OCI Load ステージは、外部ファイルから Oracle 表にデータをロードするパ
ッシブ・ステージです。Oracle データベースはローカル側またはリモート側に置け
ます。
IBM InfoSphere DataStage を使用して Oracle データベースにアクセスする場合、一
連の接続オプションから選択できます。ほとんどの新規ジョブには、Oracle OCI
Load ステージよりも優れた機能とパフォーマンスを提供する、Oracle Connector ス
テージを使用します。
Oracle OCI Load ステージを使用するジョブがあり、かつコネクターを使用する場
合は、コネクター・マイグレーション・ツールを使用して、コネクターを使用する
ためにジョブをマイグレーションします。
このステージは、1 つのストリーム入力リンクがあるだけで、出力リンクも出力参
照リンクもありません。入力リンクは、Oracle ダイレクト・パス・ロードを使用し
て Oracle 表にロードする、データ行ストリームを提供します。この入力リンクは、
IBM InfoSphere DataStage ジョブの 1 つのバルク・ロード・セッションに対応しま
す。別のロード・モードを使用することもできます。
Oracle 呼び出しインターフェース (OCI) は、Oracle サーバーの直接ブロック・フォ
ーマッターにアクセスする直接パス・ロード呼び出しをサポートします。この呼び
出しは、Oracle SQL*Loader ユーティリティーの機能を実行します。これで、外部
ファイルから Oracle データベース・オブジェクト (表、またはパーティション化さ
れた表のパーティション) に、自動モードでデータを直ちにロードできます。

Oracle OCI Load ステージの機能
Oracle OCI Load ステージを使用して、ターゲット表にデータをロードできます。
ステージには各国語サポートもあります。
Oracle OCI Load ステージには次の機能があります。
v ストリーム入力リンクからのバルク・ロードにより、ローカル側またはリモート
側にあるターゲット表にデータ行を提供。
v 即時ロードおよび遅延ロード。
v データをターゲット表にロードする方法を指定するロード・アクション。
v パーティション・ロードまたは表ロード。
v NLS (各国語サポート)。
次の機能はサポートされません。
v 出力リンクまたは出力参照リンク。
v 表定義のインポート。
v 秒の小数部付き TIMESTAMP データ・タイプの使用。例えば、hh:mm:ss:ff。代わ
りに CHAR データ・タイプを使用します。
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Oracle OCI Load ステージの構成要件
Oracle OCI Load ステージを使用するには、構成要件を満たしていることを確認し
ます。
IBM InfoSphere DataStage リリースに関する最新の情報については、プラットフォ
ームのオンライン readme.txt ファイルを参照してください。
Oracle OCI Load ステージを使用する前に、Oracle 標準クライアントをエンジン層
にインストールする必要があります。Oracle Instant Client のみがインストールされ
ている場合、ステージは使用できません。
注: Oracle ダイレクト・パス・ロードの場合は、クライアントのバージョンはサー
バーのバージョン以前でなければなりません。$ORACLE_HOME/lib および
$ORACLE_HOME/bin ディレクトリー内のライブラリーを使用するための読み取り
および実行許可と、$ORACLE_HOME 内のすべてのファイルの読み取り許可が必要
です。この許可がない場合は、Oracle OCI Load ステージを使用して Oracle に接続
する際に問題が発生することがあります。

オペレーティング・システム要件
Oracle OCI Load ステージが正常に実行するためには、Oracle クライアント・コン
ピューターと Oracle サーバー・コンピューターのオペレーティング・システムのタ
イプ (UNIX や Windows 2000 など) は同じでなければなりません。例えば、Oracle
クライアントが UNIX コンピューター上にあり、Oracle サーバーが Windows 2000
コンピューター上にある場合、ジョブは失敗します。

Oracle Enterprise Manager
Oracle Enterprise Manager を Oracle クライアントと同じワークステーションにイン
ストールする場合は、Oracle サーバーのホーム・ディレクトリーを Oracle
Enterprise Manager のホーム・ディレクトリーより先に置く必要があります。 PATH
システム環境変数の設定値が正しいことを確認してください。
例えば、次は正しい設定です。
d:¥ oraclehome ¥bin;d:¥ oraclemanager ¥bin

oraclehome は Oracle ソフトウェアがインストールされている場所です。
oraclemanager は、Oracle Enterprise Manager のホーム・ディレクトリーの名前で
す。
システム環境変数の値を変更した場合は、システム・リブートをしないと、その変
数値は有効になりません。
データベース別名のセットアップおよび追加のために、SQL*Net Easy Configuration
などの構成プログラムを使用して SQL*Net を構成する必要もあります。
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ロード・モード
ロード・モードは、データをターゲット・ファイルにロードする際に、自動モード
でするのか手動モードでするのかを指定します。「ロード・モード」プロパティー
では、Oracle データベースに直ちにデータを追加するのかまたは、制御ファイルと
データ・ファイルを生成して、後でデータベースにデータを追加するのかを指定し
ます。

自動ロード・モード
自動ロードは、デフォルト・ロード・モードであり、IBM InfoSphere DataStage ジ
ョブの実行中にデータをロードします。ソース・データを読み取り後、ステージは
直ちに Oracle データベースにデータを追加します。
自動データ・ロードが可能なのは、InfoSphere DataStage サーバーと Oracle サーバ
ーが同じシステム上にある場合か、Oracle サーバーがリモート側にあり、そのオペ
レーティング・システムが InfoSphere DataStage サーバーと同じである場合です。

手動ロード・モード
データ・ファイル、制御ファイル、またはその両方を変更してから別のシステムに
移した後で実際のロード処理をするには、手動ロードを使用します。
データのロードを遅らせるには、手動モードを使用します。データのロードに必要
なデータ・ファイルと制御ファイルは、ASCII ファイルに書き込まれます。デー
タ・ファイルと制御ファイルは、後でデータをロードするのに使用されます。

Oracle データベースのロード
Oracle OCI Load ステージを使用して、Oracle データベースにデータをロードでき
ます。

手順
1. Oracle OCI Load ステージを InfoSphere DataStage ジョブに追加します。
2. Oracle OCI Load ステージをそのデータ・ソースにリンクします。
3. 「列」タブを使用して、列定義を指定します。
4. ロード・モードを選択します。
5. 「ステージ」タブで、ジョブのプロパティーを構成します。
6. ジョブをコンパイルします。 ジョブが正しくコンパイルされなかった場合は、
エラーを修正して、リコンパイルします。
7. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントでジョブを実行
するか、InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター・クライアントでジ
ョブを実行するかスケジュールします。
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プロパティー
「プロパティー」タブを使用して、ロード処理を指定します。
ステージ・プロパティーそれぞれは、発生順に記載されています。
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プロンプト

タイプ

サービス名

ストリング

Oracle サービスの名
前。論理上、データ
ベースをこのように
表示し、これでデー
タベースをクライア
ントに提示します。
サービス名は、グロ
ーバル・データベー
ス名であるストリン
グです。つまり、デ
ータベース名とドメ
イン・ネームから構
成される名前で、イ
ンストール時または
データベースの作成
時に入力されます。

ユーザー名

ストリング

サービスに接続する
ためのユーザー名。

パスワード

ストリング

「ユーザー名」に対
するパスワード。

表名

ストリング

ファイルのロード先
であるターゲットの
Oracle 表の名前。

スキーマ名

ストリング

ロードされる表が存
在しているスキーマ
の名前。指定されて
いなければ、スキー
マ名は「ユーザー
名」になります。

パーティション名

ストリング

ロードされる表に属
すパーティションま
たはサブパーティシ
ョンの名前。指定さ
れていない場合は、
表全体がロードされ
ます。名前は、パー
ティションまたはサ
ブパーティションの
有効な名前でなけれ
ばなりません。
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デフォルト

説明

プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

日付形式

ストリング・リスト

DD-MON-YYYY

使用する日付形式。
次の値のうちのいず
れかを使用。
DD.MM.YYYY
YYYY-MM-DD
DD-MON-YYYY
MM/DD/YYYY

時刻形式

ストリング・リスト

hh24:mi:ss

使用する時刻形式。
次の値のうちのいず
れかを使用。
hh24:mi:ss
hh:mi:ss am

最大レコード数

Long

100

バッチでの入力レコ
ードの最大数を指定
します。このプロパ
ティーが使用される
のは、「ロード・モ
ード」が「自動」に
設定されている場合
のみです。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

ロード・モード

ストリング・リスト

自動

データをターゲッ
ト・ファイルにロー
ドする方式。このプ
ロパティーでは、
Oracle データベース
にデータを追加する
のかまたは、データ
ベースにデータを追
加するための制御フ
ァイルとデータ ・フ
ァイルを生成するの
かを指定します。次
の値のうちのいずれ
かを使用。
自動 (即時モード)。
ソース・データをロ
ード後、ステージは
直ちに Oracle データ
ベースにデータを追
加します。自動デー
タ・ロードが起こる
のは、IBM InfoSphere
DataStage サーバーが
Oracle サーバーと同
じシステムに存在す
る場合のみです。
手動 (遅延モード)。
ステージが生成する
制御ファイルとデー
タ・ファイルの編集
や実行は、Oracle の
どのホスト・システ
ムでも行えます。ス
テージは Oracle サー
バーとの接続を確立
しません。

ディレクトリー・パ
ス
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ストリング

Oracle SQL*Loader
ファイルが生成され
るディレクトリーの
パス名。このプロパ
ティーが使用される
のは、「ロード・モ
ード」が「手動」に
設定されている場合
のみです。

プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

制御ファイル名

ストリング

servicename_
tablename.ctl

「ロード・モード」
が「手動」に設定さ
れているときに生成
される Oracle
SQL*Loader 制御ファ
イルの名前。このテ
キスト・ファイルに
はコマンド・シーケ
ンスが入っており、
それによって、デー
タを検索する場所、
データの構文解析と
解釈の方法、および
データの挿入位置が
指示されます。ユー
ザーは、Oracle のど
のホスト・システム
でもこのファイルを
変更し実行すること
ができます。このフ
ァイルの拡張子は .ctl
です。

データ・ファイル名

ストリング

servicename_
tablename.dat

「ロード・モード」
が「手動」に設定さ
れているときに生成
される Oracle
SQL*Loader 順次デー
タ・ファイルの名
前。このファイルの
拡張子は .dat です。

区切り文字

ストリング

, (コンマ)

ローダー入力データ
のフィールド間を区
切る文字。

ブランクを保持

ストリング・リスト

いいえ

データ・ファイル内
にブランクを保持す
るかどうかを
SQL*Loader に指示す
るインジケーター。
「いいえ」であれ
ば、SQL*Loader はブ
ランクを NULL とし
て処理します。
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プロンプト

タイプ

デフォルト

説明

列名の大/小文字の区
別

ストリング・リスト

いいえ

列名として大/小文字
の両方を使用できる
かどうかを示すイン
ジケーター。「いい
え」であれば、すべ
ての列名は大文字と
して処理されます。
「はい」であれば、
大/小文字を組み合わ
せて使用できます。
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第 7 章 SQL ステートメントのビルド
データベースに対して実行する SQL ステートメントを構成するには、SQL ビルダ
ーのグラフィカル・インターフェースを使用します。
以下のタイプの SQL ステートメントを構成できます。
表 36. SQL ステートメント・タイプ
SQL ステートメント

説明

SELECT

データベース表からデータの行を選択しま
す。照会は、複数の表の間の結合、および列
内の値のアグリゲートを実行することができ
ます。

INSERT

データベース表に行を挿入します。

UPDATE

データベース表の既存の行を更新します。

DELETE

データベース表から行を削除します。

SQL ビルダーは、IBM InfoSphere DataStage がサポートするさまざまな接続ステー
ジから使用できます。
SQL 構文は、データベースによって (特に、結合などの複雑な操作の場合に) 若干
異なります。 SQL ビルダーが作成する SQL ステートメントの正確な形式は、SQL
を呼び出すステージによって異なります。
SQL ビルダーを使用するために SQL のエキスパートである必要はありませんが、
この文書の利用にあたっては、SQL ステートメントの基本的な構造についてある程
度の知識があると役に立ちます。
SQL 予約語である列名を使用すると、SQL のビルドまたは実行時に予期しない結果
が生じる可能性があるため、それらは使用しないでください。

ステージ・エディターからの SQL ビルダーの開始
ステージが SQL ビルダーをサポートしている場合は、ステージ・エディターで
「SQL のビルド」をクリックして SQL ビルダーを開くことができます。ステージ
によっては、一部のアクセス方式に対してのみ、SQL ビルダーを使用できるものも
あります。
データベースを読み取るステージ (すなわち、出力リンクがあるステージ) を使用す
る場合、SQL ビルダーは SELECT ステートメントの作成に役立ちます。
データベースに書き込むステージ (すなわち、入力リンクがあるステージ) を使用す
る場合、SQL ビルダーは INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの
作成に役立ちます。
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SQL ビルダーの開始
フェデレーテッド・データベースに対して実行する SQL 照会を構成するには、SQL
ビルダーのグラフィカル・インターフェースを使用します。

手順
1. 「参照プロバイダー」ペインで、「参照」をクリックします。 「プロバイダー
の参照」ダイアログ・ボックスが開きます。
2. 「参照プロバイダーの選択」タイプ・リストで、「Federation Server」を選択し
ます。 「フェデレーテッド・データ・ソースの選択」ツリーに、データベース
別名のリストが開きます。
3. データベース別名をクリックします。 各データベース別名の下に、スキーマの
リストがノードとして開きます。
4. 「SQL タイプ」のリストで、構成する SQL 照会のタイプを選択します。
5. 「SQL ビルダー」ボタンをクリックします。 「SQL ビルダー - DB2 / UDB
8.2」ウィンドウが開きます。「表の選択」ペインにデータベース別名がノードと
して表示されます。

SELECT ステートメントのビルド
データベースの表およびビューを照会するには、SELECT ステートメントをビルド
します。

手順
1. 「選択」タブをクリックします。
2. 照会に組み込みたい任意の表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッ
グします。複数の表をキャンバスにドラッグし、結合などの複雑な照会を指定す
ることが可能です。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定
義が設定されていなければなりません。これには、リレーショナル・データベー
スから直接に定義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 表から選択する列を列選択グリッドに指定します。
4. 実行する選択を絞り込む場合は、フィルター・パネルで「述部」リストから述部
を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを指定します (表示さ
れるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述部
を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならないことを
指定したりします。フィルターは、完成した照会で WHERE 節となります。
5. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する SQL ステートメントに追加され
ます。
6. 複数の表を結合するが、SQL ビルダーが挿入する自動結合は必要としている結
合でない場合、結合を手動で変更します。
7. 特定の列の値に従って結果をグループ分けする場合、「グループ」ページを選択
します。列グループ化およびアグリゲート・グリッドで、結果グループ分けの基
準とする列のグループ化のチェック・ボックスを選択します。
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8. 列で値をアグリゲートする場合は、「グループ」ページも選択します。列グルー
プ化およびアグリゲート・グリッドで、「アグリゲート」ドロップダウン・リス
トから、列で実行するアグリゲートを選択します。
9. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示され、 (必要に応じて)
SQL ステートメントで生成された列が、ステージにロードされた列を使用して
解決されます。

INSERT ステートメントのビルド
データベース表で行を挿入するには、INSERT ステートメントをビルドします。

手順
1. 「挿入」タブをクリックします。
2. 行の挿入先となる表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグしま
す。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されて
いなければなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定
義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 挿入する列を列選択グリッドに指定します。選択した列を表からドラッグする
か、列をダブルクリックするか、すべての列をドラッグします。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、また導出方式をドロップダウン・リストから選択することも可能です。
v 「ジョブ・パラメーター」。「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きま
す。このジョブに定義されているジョブ・パラメーターから選択します。
v 「ルックアップ列」。「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。 SQL ビルダーを使用しているステージに対する入力列から、列を選択し
ます。
v 「式エディター」。「式エディター」が開きます。値を取得する式をビルドし
ます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

UPDATE ステートメントのビルド
データベース表で既存の行を更新するには、UPDATE ステートメントをビルドしま
す。

手順
1. 「更新」タブをクリックします。
2. 更新したい行を含む表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグしま
す。 この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されて
いなければなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定
義をインポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 更新する列を列選択グリッドに指定します。選択した列を表からドラッグする
か、列をダブルクリックするか、すべての列をドラッグします。
4. 列選択グリッドの各列に対して、値を取得する方法を指定します。値を入力する
ことも、また導出方式をドロップダウン・リストから選択することも可能です。
ストリングは単一引用符で囲みます。
第 7 章 SQL ステートメントのビルド
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v 「ジョブ・パラメーター」。「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きま
す。このジョブに定義されているジョブ・パラメーターから選択します。
v 「ルックアップ列」。「ルックアップ列」ダイアログ・ボックスが表示されま
す。 SQL ビルダーを使用しているステージに対する入力列から、列を選択し
ます。
v 「式エディター」。「式エディター」が開きます。値を取得する式をビルドし
ます。
5. 実行する更新を絞り込む場合は、フィルター・パネルで「述部」リストから述部
を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを指定します (表示さ
れるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例えば、「比較」述部
を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定したり、
「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならないことを
指定したりします。フィルターは、完成したステートメントで WHERE 節とな
ります。
6. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
7. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

DELETE ステートメントのビルド
データベース表から行を削除するには、DELETE ステートメントをビルドします。

手順
1. 「削除」タブをクリックします。
2. 行を削除したい表を、リポジトリー・ツリーからキャンバスにドラッグします。
この前に、IBM InfoSphere DataStage リポジトリーに表定義が設定されていなけ
ればなりません。これには、リレーショナル・データベースから直接に定義をイ
ンポートするのが、最も簡単な方法です。
3. 削除する行を定義した式を選択する必要があります。フィルター・パネルで「述
部」リストから述部を選択します。その後、式エディターで実際のフィルターを
指定します (表示されるフィールドは、選択した述部によって異なります)。例え
ば、「比較」述部を使用して列が特定の値に一致しなければならないことを指定
したり、「BETWEEN」述部を使用して列が特定の範囲内に入らなければならな
いことを指定したりします。フィルターは、完成したステートメントで WHERE
節となります。
4. フィルター・パネルで「追加」ボタンをクリックします。指定したフィルター
が、フィルター式パネルに表示され、作成する UPDATE ステートメントに追加
されます。
5. 「SQL」タブをクリックすると、完成した照会が表示されます。

SQL ビルダーのインターフェース
SQL ビルダーの上半分のコンポーネントは、作成可能な全タイプの SQL ステート
メントに共通です。下半分で使用可能なページは、作成する照会のタイプによって
異なります。
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ツールバー
SQL ビルダーのツールバーには、現行の照会の消去、データの表示、ステートメン
トの検証などのアクション用のツールが含まれています。
SQL ビルダーのツールバーには、次のツールが含まれています。
v 「照会を消去」は、現行の SQL 照会のフィールド・エントリーを削除します。
v 「切り取り」。項目を削除し、他の場所に貼り付けられるように Microsoft
Windows クリップボードに入れます。
v 「コピー」。項目をコピーし、他の場所に貼り付けられるように Windows クリ
ップボードに入れます。
v 「貼り付け」。Windows クリップボードの項目を SQL ビルダー内の特定の場所
に貼り付けます。
v 「SQL プロパティー」。「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
v 「引用」。生成 SQL ステートメント内の表名および列名の引用符を切り替えま
す。
v 「検証」。検証機能を切り替えます。 SQL ビルダーの終了時に「OK」をクリッ
クした場合、自動的に検証が行われます。
v 「データ参照」。これは、データの表示をサポートするステージから SQL ビル
ダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが、現在の構成に従
って SQL を実行し、表示する結果を返します。
v 「更新」。SQL ビルダーの全パネルの内容を更新します。
v 「ウィンドウ表示」。SQL ビルダー・ウィンドウに表示するパネルを選択できま
す。
v 「ヘルプ」。オンライン・ヘルプを開きます。

ツリー・パネル
ツリー・パネルには、IBM InfoSphere DataStage リポジトリー内の表定義が表示さ
れます。照会するデータベースから表定義をインポートできます。
デザイナー・クライアントを使用して表定義をインポートすることも、ツリー・パ
ネルでショートカット・メニューから直接これを行うこともできます。また、SQL
ビルダー内から表定義を手動で定義することもできます。これを行うには、ツリ
ー・パネルのショートカット・メニューから「新規表...」を選択します。
問い合わせ先のテーブルを選択するには、ツリー・パネルでテーブルを選択し、テ
ーブル選択キャンバスにドラッグします。表を表し、その個々の列をリストしたウ
ィンドウが、キャンバスに表示されます。
ショートカット・メニューでは次のことができます。
v リポジトリー表示の更新
v 新規表定義の定義 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
v データ・ソースからのメタデータの直接インポート (サブメニューにソース・タ
イプがリストされます)
v 表定義のコピー (表選択キャンバスに貼り付けられます)
v 表定義のプロパティーの表示 (「表定義」ダイアログ・ボックスが開きます)
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表定義のプロパティーは、リポジトリー・ツリーで表定義をダブルクリックするこ
とでも表示できます。

表選択キャンバス
表選択キャンバスには、SQL ステートメントでアクセスする表の列と列タイプのリ
ストが表示されます。
表をツリー・パネルから表選択キャンバスにドラッグできます。必要な表がリポジ
トリーに存在しない場合は、照会対象のデータベースからインポートできます。こ
れを行うには、ツリー・パネルのショートカット・メニューで「メタデータのイン
ポート」を選択します。
列およびそのタイプのリストとともに、表がキャンバス上のウィンドウに表示され
ます。INSERT、UPDATE、および DELETE ステートメントの場合、キャンバスに
1 つの表しか配置できません。 SELECT 照会の場合には、キャンバスに複数の表を
配置できます。
キャンバス上のどこに表を置いても、ドラッグした最初の表は常に、左上隅に配置
されます。 SELECT 照会を作成する場合、以降の表は最初の表の前後、または下の
新規行にもドラッグできます。表をドラッグする際、キャンバス上で有効な領域が
強調表示されます。表は、その強調表示されたいずれかの領域にのみドロップでき
ます。同じ行に複数の表を配置すると、SQL ビルダーが自動的にその表を結合しま
す (その結合は、意図したものでなければ、変更できます)。
表を別の行に配置すると、結合は追加されません。旧型の、異なる行に基づいた表
の行のデカルト積が作成されます。FROM FirstTable, SecondTable
表タイトル・バーの下の「すべて選択」ボタンをクリックすると、表のすべての列
が選択されます。あるいは、表の個別の列のみを照会で使用する場合は、その列を
ダブルクリックするか、「選択」、「挿入」、または「更新」ページのグリッドに
ドラッグします。
キャンバスで選択された表では、ショートカット・メニューを使用して次のことが
できます。
v 関連する表を追加します (SELECT 照会のみ)。サブメニューに、現在選択されて
いる表と外部キー関係を持つ表が表示されます。表を選択し、外部キー関係によ
って暗に示されている結合式と一緒に、キャンバスに挿入します。
v 選択された表を削除します。
v 表のすべての列を選択します (これによって、例えば、それらをすべて列選択グ
リッドにドラッグできます)。
v 「表の選択」ダイアログ・ボックスを開き、現在選択された表 (SELECT 照会の
み) に、別の表をバインドできます。
v 現在選択されている表の「表プロパティー」ダイアログ・ボックスを開きます。
キャンバスで選択された結合 (SELECT 照会のみ) では、ショートカット・メニュ
ーを使用して次のことができます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスを開き、結合が別の外部キー関係
を基にするように指定します。
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v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、結合のタイプと、関連付け
られた結合式を変更します。
キャンバスの背景から、ショートカット・メニューで次のことができます。
v 表選択キャンバスの表示を更新します。
v ツリー・パネルからコピーした表を貼り付けます。
v データを表示します。これは、データの表示をサポートするステージから SQL
ビルダーを起動した場合に使用できます。呼び出し側のステージが、現在の構成
に従って SQL を実行し、表示する結果を返します。
v 「プロパティー」ダイアログ・ボックスを開き、 SQL ビルダーが現在照会を作
成している対象の SQL 構文の詳細を表示します。

「選択」ページ
「選択」ページを使用して、SELECT ステートメントの詳細を指定します。

列選択グリッド
列選択グリッドを使用して、照会に組み込む列を指定します。
グリッドに入れるには、いくつかの方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのリストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

列式
列式では、SELECT ステートメントに組み込む列を識別します。
以下の部分を指定することができます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

表
このプロパティーは、列が属する表を識別します。
表選択キャンバスから列をドラッグ、コピー、またはダブルクリックして列グリッ
ドに値を入れた場合、表名には自動的に値が入力されています。リストから表を選
択することもできます。
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実行時に表名を指定するには、リストからジョブ・パラメーターを選択します。

列別名
このプロパティーを使用して、列の別名を指定します。

出力
このプロパティーを選択すると、列を照会出力に含めることを指示します。このプ
ロパティーは、グリッドに列を追加すると自動的に選択されます。

ソート
「昇順」または「降順」を選択し、照会で、返された行をこの列の値でソートしま
す。ソートを選択すると、照会に ORDER BY 節が追加されます。

ソート順序
複数の列で順序付けする場合に、行がソートされる順序を指定できます。

ショートカット・メニュー
ショートカット・メニューを使用して、表選択キャンバスからコピーした列を貼り
付けたり、行を挿入または削除したり、フィルター・パネルを表示または非表示に
したりします。

フィルター・パネル
フィルター・パネルで、作成する SELECT ステートメントに WHERE 節を指定し
ます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあり、式
エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。フィルター
式エディターを使用して追加したフィルターを編集することも、手動でフィルター
を入力することもできます。

「グループ」ページ
SELECT ステートメントを作成する際に表示される「グループ」ページを使用し
て、照会の結果を 1 つ以上の列でグループ化することを指定します。
また、このページを使用して、一部の列の結果をアグリゲートすることもできま
す。例えば、列に NULL 以外の値を含む行の数をカウントする COUNT を指定す
ることができます。
「グループ」タブからは、「選択」ページとまったく同じ方法で、ツールバー、ツ
リー・パネル、および表選択キャンバスにアクセスできます。

グループ化グリッド
グループ化グリッドで、グループ化の基準またはアグリゲートの対象とする列を指
定することができます。
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グリッドには、「選択」ページで選択した列が入ります。選択した列を変更した
り、列を新規に選択したりすることもできます。これは、照会が行う選択に反映さ
れます。
グリッドには、次のフィールドがあります。
v 「列式」。照会に組み込む列を特定します。「選択」ページからの選択を変更し
たり、列式をビルドしたりすることができます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式エディター」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。
このダイアログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できま
す。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できま
す。
v 「列別名」。これにより、列の別名を指定できます。列に対してアグリゲート処
理を選択した場合、SQL ビルダーは Alison 形式別名を自動的に挿入します。こ
の別名は必要に応じて編集できます。
v 「出力」。照会によって列が出力されることを示す場合に選択します。グリッド
に列を追加すると、自動的に選択されます。
v 「DISTINCT」。DISTINCT 修飾子をアグリゲートに追加する場合、このチェッ
ク・ボックスを選択します。例えば、DISTINCT 修飾子を指定した COUNT アグ
リゲートでは、フィールドに (単なる非 NULL 値ではなく) 異なる値がある行の
数をカウントします。 DISTINCT 修飾子について詳しくは、SQL プロパティ
ー・ダイアログ・ボックス を参照してください。
v 「アグリゲート」。列に適用するアグリゲート関数を選択できます (これは、
GROUP BY オプションと同時には使用できません)。選択可能な関数について詳
しくは、アグリゲート関数を参照してください。
v 「GROUP BY」。 照会の結果をこの列の結果に基づいてグループ化することを
指定する場合に、このチェック・ボックスを選択します。

アグリゲート関数
使用可能なアグリゲート関数は、SQL ビルダーを開いたステージによって異なりま
す。すべての SQL 構文バリアントとして、
AVG、COUNT、MAX、MIN、STDDEV、および VARIANCE のアグリゲート関数
があります。
以下のアグリゲート関数がサポートされています。
v AVG。列内の値の平均を返します。例えば、価格の入った列をもつ 6 つの行があ
る場合、その 6 行を足して 6 で割り、平均を出します。 DISTINCT 修飾子を指
定すると、異なる値のみを平均します。この 6 行に異なる価格が 4 つしか含ま
れない場合、この 4 つを足して 4 で割り、平均を出します。
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v COUNT。列に非 NULL 値が入っている行の数をカウントします。DISTINCT 修
飾子を指定した場合は、異なる値だけがカウントされます。
v MAX。行の特定の列内に入っている最大値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v MIN。行の特定の列内に入っている最小値を返します。DISTINCT 修飾子も選択
できますが、この関数には影響がありません。
v STDDEV。一組の数値の標準偏差を返します。
v VARIANCE。一組の数値の分散を返します。

フィルター・パネル
フィルター・パネルで、SELECT ステートメントに HAVING 節を指定することが
できます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネルがあ
り、式エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。フィルター
式エディターを使用して追加したフィルターを編集することも、手動でフィルター
を入力することもできます。

「挿入」ページ
「挿入」ページを使用して、INSERT ステートメントの詳細を指定します。このペ
ージには、「列の挿入」グリッドがあります。

「列の挿入」グリッド
「列の挿入」グリッドには、INSERT ステートメントに組み込む列と、それらの値
を指定します。

挿入列
このプロパティーでは、INSERT ステートメントに組み込む列を識別します。
ここに値を追加するには、いくつかの方法があります。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのリストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

挿入値
このプロパティーでは、対応する列に設定する値を示します。手動で値を入力する
ことも、ジョブ・パラメーター、式、データ・フロー変数、またはルックアップ列
を指定することもできます。
値を指定する場合、以下のオブジェクトを使用できます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
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使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。

「更新」ページ
「更新」ページを使用して、UPDATE ステートメントの詳細を指定します。

「列の更新」グリッド
「列の更新」グリッドには、UPDATE ステートメントに組み込む列と、それらの値
を指定します。

更新列
このプロパティーでは、UPDATE ステートメントに組み込む列を識別します。
以下の方法でこれに取り込むことができます。
v 表選択キャンバスの表から列をドラッグします。
v グリッドのリストから列を選択します。
v 表選択キャンバスで列名をダブルクリックします。
v 表選択キャンバスからコピーして貼り付けます。

更新値
このプロパティーでは、対応する列に設定する値を示します。手動でフィールドに
値を入力することも、ジョブ・パラメーター、式、データ・フロー変数、またはル
ックアップ列を指定することもできます。
以下のオブジェクトを指定できます。
v 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会に
使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・パラ
メーターをサポートしている必要があります)。
v 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアロ
グ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
v 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・ボ
ックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用しているス
テージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
v 「ルックアップ列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
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フィルター・パネル
フィルター・パネルで、作成する UPDATE ステートメントに WHERE 節を指定す
ることができます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネ
ルがあり、式エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。パネルでフ
ィルターを編集することも、手動でフィルターを入力することもできます。

「削除」ページ
「削除」ページで、作成する DELETE ステートメントの詳細を指定します。

フィルター・パネル
フィルター・パネルで、作成する DELETE ステートメントに WHERE 節を指定す
ることができます。フィルター・パネルには、述部リストと、式エディター・パネ
ルがあり、式エディター・パネルの内容は、選択した述部によって異なります。

フィルター式パネル
フィルター式パネルには、照会に追加したフィルターが表示されます。パネルでフ
ィルターを編集することも、手動でフィルターを入力することもできます。

「SQL」ページ
「SQL」ページで、作成した SQL ステートメントを表示します。
SELECT 照会の場合、ステージの出力列として定義した列と、SQL ステートメント
が生成する列が一致しない場合は、「列の解決」グリッドを使用してそれを調整し
ます。ほとんどの場合、列は一致します。

「列の解決」グリッド
ステージにロードした列が、作成した SQL ステートメントで生成された列と一致
しない場合、「列の解決」グリッドでその差異を調整できます。
列が一致するのが理想です (通常はほとんど一致します)。列の不一致があると、ジ
ョブ内のメタデータがソース・データベースからロードしたメタデータと一致しな
くなります。これによって、その表に基づく使用状況分析を実行した場合に問題が
生じる恐れがあります。
不一致がある場合、グリッドに警告メッセージが表示されます。「自動マッチン
グ」ボタンをクリックすると、不一致が解決されます。名前、順序、またはその両
方でマッチングを選択できます。マッチングの際、 SQL ビルダーは、SQL ステー
トメントによって生成された列を変更して、ステージにロードした列と一致させよ
うとします。
「名前マッチング」を選択し、互換データ・タイプを持つ同じ名前の列が見つかっ
た場合、SQL ビルダーは以下を行います。
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v グリッド内のロード列と同じ位置に結果列を移動します (これにより、指定され
た列の位置が SQL 内で変わります)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「順序マッチング」を選択した場合、ビルダーは、各結果列を同じ位置のロード列
と比較します。不一致が見つかり、その 2 列のデータ・タイプが互換である場合、
SQL ビルダーは以下を行います。
v 結果列の別名を変更し、ロード列と一致させます (ただし、結果セットにその名
前の列が既に含まれていない場合)。
v 結果列のすべての属性を変更して、ロード列の属性と一致させます。
「両方」を選択した場合、SQL ビルダーは「名前マッチング」と「順序マッチン
グ」の両方を適用します。
自動マッチングで上記のように列を調整できなかった場合、表内の 1 つの列を表す
不一致の結果列を、同じ位置にあるロード列の詳細で上書きします。
「SQL」タブで「OK」をクリックすると、 SQL ビルダーは、結果列がロード列と
一致しているかどうかを検査します。一致していない場合、警告メッセージが表示
され、続行するか、キャンセルするかを選択できます。続行すると、ロード列が結
果列とマージされます。
v 一致した列は、影響を受けません。
v 結果列の余分な列は、ロード列に追加されます。
v ロード・セットにあって結果セットにない列は、削除されます。
v 一致しない列について、データ・タイプが互換の場合、ロード列を結果列で上書
きします。データ・タイプが互換でない場合は、既存のロード列を削除し、結果
列で置き換えます。
不一致を手動で調整するには、グリッドの「結果」パートで列を編集することもで
きます。

式エディター
式エディターで、SQL ステートメントに追加する WHERE 節を指定できます。表
を結合する場合は、結合条件に WHERE 節および HAVING 節を指定することもで
きます。
式エディターの中には、計算、関数、または CASE ステートメントを式の中で指定
できるものがあります。式エディターは、SQL ビルダーのさまざまな場所から開く
ことができます。

メイン式エディター
式エディターでは、BETWEEN、比較、IN、LIKE、または NULL の述部を使用した
フィルターを指定できます。
式を指定するには、次のようにします。
v リストから述部を選んでフィルターのタイプを選択します。
v 表示された「式エディター」の各フィールドに必要な情報を入力します。
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v 「追加」ボタンをクリックして、作成中の照会にフィルターを追加します。これ
により、式エディターがクリアされ、必要に応じて別のフィルターを追加できま
す。
式エディターの内容は、選択した述部によって異なります。次の述部を利用できま
す。
v 「BETWEEN」。列の値が特定範囲内に入ることを指定できます。
v 「比較」。列の値が特定値に等しい、または特定値より大きいまたは小さいこと
を指定できます。
v 「IN」。列の値がリストの値の 1 つに一致することを指定できます。
v 「LIKE」。列の値が特定値を含む、特定値で始まる、または終わる、あるいは特
定値に一致することを指定できます。
v 「NULL」。列が NULL であるかまたは非 NULL であることを指定できます。

BETWEEN 述部
式エディターで BETWEEN 述部を指定する場合、列を選択して範囲を指定し、値が
その範囲内でなければならないか、または範囲内であってはならないかを指定しま
す。
BETWEEN 述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。次の
項目も指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「BETWEEN/NOT BETWEEN」。ドロップダウン・リストから「BETWEEN」
または「NOT BETWEEN」を選択し、テスト対象の値が指定範囲の内側か、外側
かを指定します。
v 「範囲の開始」。このフィールドを使用して、範囲の開始を指定します。このフ
ィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の開始を指定する
ための引数の詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。
v 「範囲の終了」。このフィールドを使用して、範囲の終了を指定します。このフ
ィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、範囲の終了を指定する
ための引数の詳細を指定してから、フィールドに値を指定します。

比較述部
式エディターで比較述部を指定する場合、列、比較演算子、および比較値を選択し
ます。
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「比較」述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「比較演算子」。比較演算子をドロップダウン・リストから選択します。選択可
能な演算子は以下のとおりです。
– = 等しい
– <> 等しくない
– < より小さい
– <= 以下
– > より大きい
– >= 以上
v 「比較値」。このフィールドを使用して、比較する値を指定します。このフィー
ルドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、メニューから値のデータ・
タイプを選択し、値そのものをフィールドに指定します。

IN 述部
式エディターで IN 述部を指定する場合、列を選択し、照会に組み込む項目を選択
して、選択した値がリスト内にあるか、リスト内にないかを指定します。
IN 述部を選択した場合、式エディターには以下が含まれます。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「IN」/「NOT IN」。ドロップダウン・リストから「IN」または「NOT IN」を
選択し、値が指定リストに含まれるか、含まれないかを指定します。
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v 「選択」。このフィールドを使用して、照会で使用されるリストを指定できま
す。 1 つのフィールドの右側にあるメニュー・ボタンをクリックして、リスト項
目を指定するための引数の詳細を指定してから、値を入力します。二重の右矢印
をクリックすると、リストに値を追加します。
リストから項目を削除するには、その項目を選択して二重の左矢印をクリックし
ます。

LIKE 述部
式エディターで LIKE 述部を指定する場合、列、演算子、および値を選択します。
その後、値が比較によって組み込まれるか、除外されるかを指定します。
LIKE 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。含まれるフィー
ルドは次のとおりです。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「LIKE」/「NOT LIKE」。ドロップダウン・リストから「LIKE」または「NOT
LIKE」を選択して、比較に値を含めるか、除外するかを指定します。
v LIKE 演算子。実行する LIKE または NOT LIKE 比較のタイプをドロップダウ
ン・リストから選択します。選択可能な演算子は以下のとおりです。
–

「完全一致」。照会は、指定した値との完全一致を要求します。

–

「先頭」。照会は、指定した値で開始する行と一致します。

–

「末尾」。照会は、指定した値で終了する行と一致します。

–

「含む」。照会は、指定した値がその中のどこかに含まれる行と一致しま
す。

v LIKE 値。LIKE 述部がマッチングを試行する値を指定します。

NULL 述部
式エディターで NULL 述部を指定する場合、列を選択して、その列で照会が
NULL 条件に一致しなければならないか、NOT NULL 条件に一致しなければなら
ないかを指定します。
NULL 述部を選択した場合、式エディターは以下のようになります。含まれるフィ
ールドは次のとおりです。
v 「列」。フィルタリングする列をドロップダウン・リストから選択します。列の
特定には、次のいずれかを指定できます。
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– 「ジョブ・パラメーター」。選択可能なジョブ・パラメーターを示すダイアロ
グ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスでは、実行時に照会
に使用する値を指定します (SQL ビルダーを使用しているステージでジョブ・
パラメーターをサポートしている必要があります)。
– 「式」。「式エディター」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイア
ログ・ボックスでは、照会内で使用される値を表す式を指定できます。
– 「データ・フロー変数」。選択可能なデータ・フロー変数を示すダイアログ・
ボックスが表示されます (これが表示されるには、SQL ビルダーを使用してい
るステージでデータ・フロー変数がサポートされていなければなりません)。
– 「列」。表選択キャンバスの表の 1 つから列を直接選択できます。
v 「IS NULL」/「IS NOT NULL」。照会が列の NULL 条件に一致するか、NOT
NULL 条件に一致するかを選択します。

結合述部
式エディターで結合述部を指定する場合は、結合する列と結合タイプを選択しま
す。
この述部は、古い形式の結合式を使用する Oracle 8i 照会を作成する際にのみ表示
されます。式エディターは次のとおりです。
v 「左列」。結合の左側の列をドロップダウン・リストから選択します。
v 「結合タイプ」。結合のタイプをドロップダウン・リストから選択します。
v 「右列」。照会の右側の列をドロップダウン・リストから選択します。

計算、関数、および CASE 式エディター
このバージョンの式エディターでは、WHERE 式、HAVING 式、または結合条件で
式を指定することができます。式エディターのウィンドウは、ネスティングの深さ
を示すために番号付けされています。

計算述部
計算述部を使用する場合、式エディターで左値、右値、および計算演算子を指定し
ます。
計算述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 左辺値。計算の左辺の引数を入力します。引数タイプを選択するには、右側のメ
ニュー・ボタンをクリックし、メニューからタイプを選択します。
v 計算演算子。計算の演算子をドロップダウン・リストから選択します。
v 右辺値。計算の右辺の引数を入力します。引数タイプを選択するには、右側のメ
ニュー・ボタンをクリックし、メニューからタイプを選択します。

関数述部
関数述部を使用する場合、式エディターで関数、説明、および関数パラメーターを
指定することができます。
関数述部を選択した場合、式エディターには以下のフィールドが含まれます。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
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利用可能な関数のリストは、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデ
ータベースによってきまります。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。

CASE 述部
CASE 述部を使用すると、式エディターで作成する SQL に CASE ステートメント
を組み込むことができます。
式エディターで CASE オプションを使用すると、作成する SQL に CASE ステー
トメントを組み込むことができます。 CASE ステートメントは、次の構文で作成で
きます。
CASE WHEN condition THEN value
CASE WHEN...
ELSE value

または
CASE subject
WHEN match_value THEN value
WHEN...
ELSE value

CASE 述部を選択した場合、式エディターには次のフィールドが含まれます。
v 「CASE 式」。これは、CASE ステートメントの subject です。上記で 2 番目の
構文 (CASE subject WHEN) を使用する場合に、これを指定します。デフォルト
で、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択でき
ます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックしま
す。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメータ
ーの指定ができます。
v 「WHEN」。CASE ステートメントの condition または match value を指定でき
ます。デフォルトで、このフィールドでは、表選択キャンバスにドラッグした表
から列を選択できます。別のものを選択するには、フィールドの横の参照ボタン
をクリックします。これにより、データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョ
ブ・パラメーターの指定ができます。メインの式エディターにアクセスするに
は、メニューから CASE 式エディターを選択します。これにより、比較などの式
を指定できます。一般に、これは第 1 の構文例で使用します。例えば、式
WHEN grade=3 THEN 'first class' において、condition として grade=3 を指定し
ます。
v 「THEN」。CASE 式の value の部分を指定します。デフォルトで、このフィー
ルドでは、表選択キャンバスにドラッグした表から列を選択できます。別のもの
を選択するには、フィールドの横の参照ボタンをクリックします。これにより、
データ・タイプの選択や、別の式、関数、ジョブ・パラメーターの指定ができま
す。
v 「追加」。これをクリックすると、CASE 式が照会に追加されます。「WHEN」
フィールドと「THEN」フィールドがクリアされ、別の CASE 式を指定できるよ
うになります。
v 「ELSE」式。 CASE 式でオプションの ELSE 部分の value を指定します。
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式エディターのメニュー
式エディターから、式の引数の詳細を指定するためのメニューを開くことができま
す。
式エディターと関連ダイアログでは、多くのフィールドの右側にボタンが表示され
ます。これが表示された場合、クリックするとメニューが開き、式で指定する引数
の詳細を指定できます。
v 「ビット」。ビット・タイプの引数であることを指定します。引数フィールドの
ドロップダウン・リストから 0 または 1 を選択できます。
v 「列」。引数が列名であることを指定します。引数フィールドのドロップダウ
ン・リストから使用可能な列を選択できます。
v 「日付」。引数が日付であることを指定します。 SQL ビルダーは、照会作成対
象のデータベースで規定されている形式で本日の日付を入力します。この日付は
必要に応じて編集できます。あるいは、ドロップダウン・ボタンをクリックし、
カレンダーから選択することもできます。
v 「日時」。引数が日時であることを指定します。 SQL ビルダーは、作成中の照
会の対象であるデータベースが求める形式で現在の日付と時刻を挿入します。日
時は、必要に応じて編集できます。
v 「プレーン・テキスト」。引数のデフォルト値を選択できます (デフォルト値が
定義されている場合)。
v 「式エディター」。式の引数として関数または計算式を指定できます。これを選
択すると、計算/関数版の式エディターが開きます。
v 「関数」。式の引数として関数を指定できます。
選択すると、「関数フォーム」ダイアログ・ボックスが開きます。選択可能な関
数は、作成する照会の対象であるデータベースによって異なります。
選択すると、「関数」ダイアログ・ボックスが開きます。
v 「ジョブ・パラメーター」。引数がジョブ・パラメーターであることを指定でき
ます。その値は、IBM InfoSphere DataStage ジョブを実際に実行したときに与え
られます。選択すると、「パラメーター」ダイアログ・ボックスが開きます。
v 「整数」。整数タイプの引数であることを指定する場合に選択します。
v 「ストリング」。ストリング・タイプの引数であることを指定する場合に選択し
ます。
v 「時間」。引数が現行地方時であることを指定します。値を編集できます。
v 「タイム・スタンプ」。引数がタイム・スタンプであることを指定します。値を
編集できます。
SQL ビルダーは、作成中の照会の対象であるデータベースが求める形式で現在の
日付と時刻を挿入します。

「関数フォーム」ウィンドウ
「関数フォーム」ウィンドウでは、式で使用する関数を選択して、関数のパラメー
ターを指定します。
フィールドは次のとおりです。
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v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデータベー
スによってきまります。
v 「フォーマット」。選択した関数のフォーマットを参考として表示します。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「結果」。このダイアログ・ボックスで指定された、照会に組み込まれる実際の
関数が表示されます。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。
「関数」ウィンドウ:
「関数」ウィンドウでは、式で使用する関数を選択して、関数のパラメーターを指
定できます。
フィールドは次のとおりです。
v 「関数」。ドロップダウン・リストから関数を選択します。
利用可能な関数は、ユーザーが照会をビルドしようとしている対象のデータベー
スによってきまります。
v 「フォーマット」。選択した関数のフォーマットを参考として表示します。
v 「説明」。選択した関数の説明を表示します。
v 「結果」。このダイアログ・ボックスで指定された、照会に組み込まれる実際の
関数が表示されます。
v 「パラメーター」。選択した関数に必要なパラメーターを入力します。必要なパ
ラメーターは、選択した関数によって異なります。

「パラメーター」ウィンドウ
このウィンドウには、ジョブに現在定義されているジョブ・パラメーターと、各パ
ラメーターのデータ・タイプがリストされます。 SQL ビルダーは、挿入するパラ
メーターのタイプと使用する引数に必要なタイプとの整合性をチェックしません。

表の結合
SQL ビルダーを使用して SELECT ステートメントを作成する際、ステートメント
の中に表結合を指定することができます。
複数の表を表選択キャンバスにドラッグすると、SQL ビルダーは追加された表と、
その左横に表示されているキャンバス上に既に存在していた表とを結合しようとし
ます。表で外部キー・メタデータが使用可能な場合、SQL ビルダーはこのメタデー
タを使用します。結合は、SQL ビルダーによって結合する対象として判断された列
を結合する線で表されます。 SQL ビルダーによって自動的に結合が挿入された後
で修正できます。
表をキャンバスに追加する場合、SQL ビルダーは、表をキャンバス上の表に結合す
る方法を判断します。このプロセスは、追加される表がキャンバス上の表の右側あ
るいは左側のいずれに位置するかによって決まります。
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追加される表と、その左側の表との間の結合を構成するには、次のようにします。
1. SQL ビルダーは、追加された表を開始します。
2. 追加された表とサブジェクト表との間に外部キーがあるかどうか判別します。
v 外部キーが存在する場合は、手順 3 を続けます。
v 外部キーが存在しない場合は、手順 4 にスキップします。
3. 以下の手順に基づいて、表を結合する選択肢の中から選択します。
v 追加される表のキー・フィールドに適用する関係
v その他の外部キーの関係
結合基準を示す選択した関係を持つ 2 表間で内部結合を構成します。
4. 左側にある次の表をサブジェクトとして、ふさわしい結合条件が見つかるか、あ
るいは左側にある表をすべて試みるまで、手順 2 から再度行います。
5. 表の間に結合条件がなければ、デフォルト結合を構成します。
SQL 文法がクロス結合をサポートしない場合は、結合条件なしで内部結合が使
用されます。これは無効ステートメントを生成するため、「結合プロパティー」
ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で列をドラッグすることによ
り、ふさわしい条件を設定する必要があります。
内部結合は結合条件なしで使用されます。これは無効ステートメントを生成する
ため、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で
列をドラッグすることにより、ふさわしい条件を設定する必要があります。
追加される表と、その右側の表との間の結合を構成するには、次のようにします。
1. SQL ビルダーは、追加された表を開始します。
2. 追加された表とサブジェクト表の間に外部キー情報が存在するか判別します。
v 外部キーが存在する場合は、手順 3 を続けます。
v 外部キーが存在しない場合は、手順 4 にスキップします。
3. 次の優先順位で選択肢から選択します。
v 追加される表のキー・フィールドに適用する関係
v その他の結合
結合基準を示す選択した関係を持つ 2 表間で内部結合を構成します。
4. 右にある次の表をサブジェクトとして、手順 2 から再度行います。
5. 表の間に結合条件がなければ、デフォルト結合を構成します。
SQL 文法がクロス結合をサポートしない場合は、結合条件なしで内部結合が使
用されます。これは無効ステートメントを生成するため、「結合プロパティー」
ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で列をドラッグすることによ
り、ふさわしい条件を設定する必要があります。
内部結合は結合条件なしで使用されます。これは無効ステートメントを生成する
ため、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスを使用して、あるいは表間で
列をドラッグすることにより、ふさわしい条件を設定する必要があります。
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結合の指定
表選択キャンバスに複数の表を追加すると、SQL ビルダーによって、自動的に結合
が挿入されます。結合を変更するには、「結合プロパティー」ウィンドウを使用す
るか、「リレーションの変更」ウィンドウを使用するか、表の列を別の表の列にド
ラッグします。
結合は、以下の方法で変更できます。
v 「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリンク
を選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「プロパティー」を選
択して、これを開きます。このダイアログでは、別の結合タイプ、代わりの結合
条件、および自然結合の選択を行えます。
v 「リレーションの変更」ダイアログ・ボックスの使用。表選択キャンバスでリン
クを選択して右クリックし、ショートカット・メニューから「リレーションの変
更」を選択して、これを開きます。このダイアログでは、結合された表に指定さ
れている外部キー関係を変更できます。
v 1 つの表の列をキャンバスで右側にある任意の表の別の列にドラッグ。これによ
って、既存の自動結合が置き換えられ、ソース列とターゲット列間の等価結合が
指定されます。置換される結合が現時点で、内部結合または外部結合として指定
されている場合は、そのタイプが保持されます。それ以外の場合、新しい結合は
内部結合になります。
さらに、明示的な結合操作ではなく、WHERE 節を使用して結合を指定する方法も
あります (ただし、データベースで明示的な結合ステートメントがサポートされる
場合、これは推奨されません)。この場合、次のようにします。
1. 結合をデカルト積として指定します。 (SQL ビルダーは必要な結合のタイプが特
定できなかった場合、自動的にこの処理を行います)。
2. 「選択」タブのフィルター・パネルでフィルターを指定します。これによって、
デカルト積の中から行を選択する WHERE 節が指定されます。
SQL ビルダーで Oracle 8i、Microsoft SQL Server、IBM Informix®、または Sybase
の照会を作成する場合、式エディターを使用して結合条件を指定できます。これ
は、WHERE ステートメントとして実装されます。Oracle 8i は JOIN ステートメン
トをサポートしていません。

「結合プロパティー」ウィンドウ
「結合プロパティー」ウィンドウを使用して、既存の結合のタイプを変更したり、
結合条件を変更または指定したりすることができます。
このウィンドウには、以下のフィールドが含まれています。
v 「デカルト積」。デカルト積は、選択されているが結合されていない (つまり、
結合条件が指定されていない) 2 つ以上の表から返された結果です。出力は、選
択されたすべての表の、すべての可能な行です。例えば、2 つの表から選択した
場合、データベースは、最初の表の各行と、2 番目の表の各行をペアにします。
どちらの表も 6 行の場合、デカルト積は 36 行になります。
SQL ビルダーは、利用可能な情報に基づいた明示指定結合を挿入できない場合、
デフォルトでデカルト積を使用します。デカルト積は、次に示すように、結果の
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SQL ステートメントの FROM 節にある CROSS JOIN 構文を使用して形成され
ます。FROM FirstTable CROSS JOIN SecondTable「結合プロパティー」ダイアロ
グ・ボックスの「デカルト積」オプションを選択することにより、デカルト積を
ユーザーが指定することもできます。結合にクロス結合アイコンが表示されま
す。
v 「表結合」。結合する 2 表の結合条件を照会に含める場合は「表結合」オプショ
ンを選択します。「結合条件」パネルが有効になり、そこで結合の詳細を指定で
きます。
v 「結合条件」パネル。結合条件に含まれる式を表示します。式は手動で入力や編
集が可能です。あるいは、パネル右側のメニュー・ボタンを使用して、自然結合
を指定したり、式エディターを開いたり、「リレーションの変更」ダイアログ・
ボックスを開いたりできます。
v 「行の抽出」。結合が外部結合であることを指定する場合はこのオプションに関
するフィールドを指定します。照会の結果には、以下のいずれかで指定した行が
含まれます。
–

左外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」を選択します。

–

右外部結合を指定する場合は「右の表名からすべての行」を選択します。

–

完全外部結合を指定する場合は「左の表名からすべての行」と「右の表名か
らすべての行」の両方を選択します。

v 「結合」アイコン。指定した結合のタイプが表示されます。

「リレーションの変更」ウィンドウ
「リレーションの変更」ウィンドウには、ターゲット表と、表選択キャンバスでそ
の左側に表示される表との間に定義されている外部キー関係が表示されます。リス
ト・ボックスに表示されるように、照会で結合として表示する関係を選択し、
「OK」をクリックします。

「プロパティー」ウィンドウ
「プロパティー」ウィンドウには、表、SQL、および結合のプロパティーが含まれ
ます。
SQL ビルダーの中でどこにいるかに応じて、ショートカット・メニューから「プロ
パティー」を選択すると、次のようなダイアログ・ボックスが開きます。
v 表選択キャンバスで表を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「表プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。
v ツールボックスで「プロパティー」アイコンを選択するか、表選択キャンバスの
バックグラウンドから「プロパティー」を選択すると、「SQL プロパティー」ダ
イアログ・ボックスが開きます。
v 表選択キャンバスで結合を選択し、ショートカット・メニューから「プロパティ
ー」を選択すると、「結合プロパティー」ダイアログ・ボックスが開きます。

「表プロパティー」ウィンドウ
「表プロパティー」ウィンドウでは、表名を表示したり、表の別名を表示または編
集したりすることができます。
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「表プロパティー」ダイアログ・ボックスには、次のフィールドが含まれます。
v 「表名」。プロパティーを表示する表の名前。
メニュー・ボタンをクリックして「ジョブ・パラメーター」を選択すると、「パ
ラメーター」ダイアログ・ボックスが開きます。必要に応じて、表名を置き換え
るジョブ・パラメーターを指定できますが、 SQL ビルダーは常に、別名を使用
してこの表を参照することに注意してください。
v 「別名」。この表を参照するために SQL ビルダーが使用する別名。別名は、必
要に応じて編集できます。選択グリッドまたはフィルターで表別名が使用されて
いる場合、このダイアログ・ボックスで別名を変更すると、そこの別名が更新さ
れます。

「SQL プロパティー」ウィンドウ
「SQL プロパティー」ウィンドウには、SQL ビルダーが使用する SQL 文法が表示
されます。
「SQL プロパティー」ウィンドウには、以下のフィールドが含まれます。
v 「説明」。SQL 文法の名前およびバージョン。
SQL 文法は、SQL ビルダーを起動したステージによって異なります。
v 「DISTINCT」。SQL ビルダーが DISTINCT 修飾子をサポートするかどうかを
指定します。
ステージが DISTINCT 修飾子をサポートする場合は、DISTINCT オプションが選
択されます。
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第 8 章 環境変数: Oracle Connector
Oracle Connector ステージは、以下の環境変数を使用します。

CC_GUARDIUM_EVENTS
コネクターが InfoSphere DataStage コンテキスト情報を InfoSphere Guardium デー
タベース・アクティビティー・モニターに報告するかどうかを指定するには、この
環境変数を設定します。
この環境変数の値が設定されている場合、コネクターは、InfoSphere DataStage コン
テキスト情報 (ホスト、プロジェクト、ジョブ名、ステージ名、ステージが稼働し
ているノード ID など) を InfoSphere Guardium データベース・アクティビティ
ー・モニターに報告します。この環境変数が定義され、何らかの値に設定されてい
る場合、コネクターは、初期接続が確立された後にコンテキスト情報を Guardium
サーバーに報告します。
この環境変数が定義されていない場合、コネクターは Guardium サーバーにコンテ
キスト情報を報告しようとしません。この環境変数の設定は、ジョブ内のすべての
データベース・コネクターに適用されます。

CC_IGNORE_TIME_LENGTH_AND_SCALE
パラレル・キャンバスでのコネクターの動作を変更するには、この環境変数を設定
します。
この環境変数が 1 に設定されている場合、パラレル・エンジンで実行しているコネ
クターは、タイム・スタンプ列に対して指定された長さおよびスケールを無視しま
す。例えば、この環境変数の値が設定されていない場合、タイム・スタンプ列の長
さが 26 でスケールが 6 であるとすると、パラレル・キャンバス上のコネクター
は、タイム・スタンプがマイクロ秒の単位まであると見なします。この環境変数の
値が 1 に設定されている場合は、パラレル・キャンバス上のコネクターは、タイ
ム・スタンプ列の長さが 26 でスケールが 6 であっても、microseconds 拡張プロパ
ティーが設定されている場合を除いて、タイム・スタンプがマイクロ秒の単位まで
あるとは見なしません。

CC_ORA_BIND_DATETIME_AS_CHAR
Date 値および Timestamp 値を文字値としてバインドするかどうかを指定するに
は、この環境変数を設定します。
この環境変数が TRUE に設定されている場合、 Oracle Connector ステージは、
Oracle データベースとやり取りする Date 値および Timestamp 値に文字表現を使用
します。このステージは、Dynamic RDBMS ステージで使用されるのと同じ日付/時
刻形式を使用します。
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この環境変数は、Oracle Connector が使用する日付/時刻形式が Dynamic RDBMS ス
テージと互換でなければならない場合にのみ使用してください。この環境変数を使
用するとパフォーマンスに悪い影響がある可能性があります。

CC_ORA_BIND_FOR_NCHARS
文字が含まれる一連の列を国別文字が含まれる列として Oracle データベースとバイ
ンドするかどうかを指定するには、このコネクター環境変数を設定します。
この環境変数には、データベース内の国別文字が含まれる列である InfoSphere
DataStage 列名のコンマ区切りのリストを設定します。この環境変数が設定されてい
る場合、コンマ区切りリスト内に定義された列は、列グリッド内のそれらの列の定
義にかかわらず、国別文字が含まれる列としてバインドされます。さらに、この環
境変数を以下の値に設定することができます。
-(none)
国別文字が含まれる列をバインドせず、文字が含まれるすべての列を暗黙の
指定としてバインドします。
-(all)

国別文字が含まれるすべての列をバインドします。

この環境変数が定義されていない場合、コネクターは、列グリッド内の定義に基づ
いてバインドを行います。

CC_ORA_BIND_KEYWORD
ユーザー定義 SQL ステートメント内のバインド・パラメーターを示す識別子を指
定するには、この環境変数を設定します。
デフォルトの識別子は ORCHESTRATE です。例えば、 SQL ステートメントが、
スキーマ、表、または列の名前内でリテラル ORCHESTRATE を使用する必要があ
る場合、この環境変数を使用して異なる識別子を指定することができます。

CC_ORA_CHECK_CONVERSION
Unicode 文字セットからデータベースのネイティブ文字セットへの変換が原因でデ
ータ損失が発生したときに例外をスローするかどうかを指定するには、この環境変
数を設定します。
デフォルト値は FALSE です。この変数の値が TRUE の場合、データ損失が発生す
ると例外がスローされます。この環境変数の値には大/小文字の区別はありません。

CC_ORACLECONNECTOR_DEFAULT_
CONNECTION_VERSION
Oracle Connector ステージでの「Oracle クライアントのバージョン」プロパティー
のデフォルト値を指定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数に設定できる値は、ステージ・エディターで「Oracle クライアントの
バージョン」プロパティーに指定される値と同じです。例えば、このプロパティー
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のデフォルト値を 11g にするには、この環境変数を 11g に設定します。デフォル
ト値がこのプロパティーに設定されるのは、ステージがジョブ・キャンバスに置か
れ、初めて開かれたときです。

CC_ORA_DEFAULT_DATETIME_TIME
コネクターが InfoSphere DataStage の Date タイプを Oracle の DATE 列または
TIMESTAMP 列に書き込むときの、時、分、秒の値を指定するには、この環境変数
を設定します。
フォーマットは HH:MI:SS です。ここで、HH は 24 時間表記の時を表し、MI は
分、SS は秒を表します。この環境変数が設定されている場合、ステージは、指定さ
れた値を、ターゲット値のデフォルトの時、分、秒の各部に使用します。
この環境変数には、コネクターが Oracle TIMESTAMP に書き込むときのデフォル
トの小数単位の秒を指定するオプションはありません。小数単位の秒を指定するに
は、リンク上で InfoSphere DataStage Time 列または Timestamp 列を使用する必要
があります。この環境変数が設定されていない場合、ターゲット値の時、分、秒の
各部は、深夜 0 時に設定されます。

CC_ORA_DEFAULT_DATETIME_DATE
コネクターが InfoSphere DataStage の Time タイプから Oracle の DATE 列または
TIMESTAMP 列に書き込むときの、月、日、年のデフォルト値を指定するには、こ
の環境変数を設定します。
フォーマットは YYYY-MM-DD です。ここで、YYYY、 MM、DD は、それぞれ、
年、月、日を表します。この環境変数が設定されている場合、ステージは、指定さ
れた値を、ターゲット値のデフォルトの年、月、日の各部に使用します。
この環境変数が設定されていない場合、大部分のシナリオで、月、日、年は、現在
日付に設定されます。 DRS Connector ステージが使用されていて、書き込みモード
がバルク・ロードではない場合、年、月、日は 0000-00-00 で示されます。

CC_ORA_DROP_UNMATCHED_FIELDS_DEFAULT
コネクター・マイグレーション・ツールによって生成される Oracle Connector ジョ
ブに「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーが正しく設定されていない場
合にこのプロパティーを指定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数が TRUE に設定されている場合、このプロパティーのない Oracle
Connector ステージは、このプロパティーが「はい」に設定されているかのように動
作し、すべての未使用フィールドをデザイン・スキーマから除去します。この環境
変数が FALSE に設定されているか、または定義されていない場合、デザイン・ス
キーマからのフィールドで未使用のものがあり、かつ、「不一致のフィールドをド
ロップ」プロパティーが存在しなければ、コネクターはジョブを終了します。
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CC_ORA_INDEX_MAINT_SINGLE_ROW
バルク・ロード中に索引行がどのように挿入されるのかを指定するには、この環境
変数を設定します。
この環境変数が TRUE に設定されている場合、コネクターは索引行を個々に挿入し
ます。この環境変数が FALSE に設定されているか、または定義されていない場
合、コネクターはデフォルトのバルク・ロード動作を使用します。この環境変数を
使用するとパフォーマンスに悪い影響がある可能性があります。

CC_ORA_INVALID_DATETIME_ACTION
無効な Date、Time、または Timestamp フィールドに対してデータベースに NULL
値を挿入するには、この環境変数を設定します。
この環境変数の値が NULL に設定されている場合、コネクターは、その入力リンク
にある無効な Date、Time、または Timestamp フィールドに対してデータベースに
NULL 値を挿入します。この環境変数が別の値に設定されているか、または定義さ
れていない場合、コネクターは、無効な Date、Time、または Timestamp フィール
ドがあればジョブを停止し、その場合は致命的エラー・メッセージをログに記録し
ます。この致命的エラー・メッセージは、内部変数 bInvalidDateTime が 1 に設定さ
れていることを示し、これは、無効な日付フィールドまたは時刻フィールドがステ
ージの入力リンクに到着したことを意味します。この環境変数の値には大/小文字の
区別はありません。

CC_ORA_LOB_LOCATOR_COLUMNS
コネクターがデータを LOB 列に書き込むときに OCI LOB ロケーターを使用する
かどうかを指定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数には、CLOB、NCLOB、または BLOB 列にデータを書き込むときに
OCI LOB ロケーターを使用するようにしたい InfoSphere DataStage の
LongVarchar、LongNVarchar、および LongVarBinary データ・タイプ (それぞれ、
CLOB、NCLOB、BLOB に対応) のコンマ区切りのリストを設定します。
すべての LongVarchar、LongNVarchar、および LongVarBinary 列に OCI LOB ロケ
ーターを使用するには、この環境変数を all に設定します。 SDO_GEOMETRY お
よび XMLTYPE 列および関数をサポートしたい場合、または、CLOB、NCLOB、ま
たは BLOB 列と同じステートメント内で LONG または LONG RAW 列を処理し
たい場合に、この環境変数を使用します。
この環境変数が FALSE に設定されているか、または定義されていない場合、コネ
クターは列グリッド内の定義に基づいて OCI LOB ロケーターを使用します。

CC_ORA_MAX_ERRORS_REPORT
操作で配列またはバルク・ロード・データが書き込まれたときにログ・ファイルに
記録するエラーの最大数を指定するには、この環境変数を設定します。
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この変数は、リジェクト・リンクが定義されていない場合のみ有用です。デフォル
ト値は -1 で、すべてのエラーが報告されます。

CC_MSG_LEVEL
コネクターがログ・ファイルに記録するメッセージの最小重大度を指定するには、
この環境変数を設定します。
デフォルト値 3 の場合、情報メッセージと、それより重大度の高いメッセージがロ
グ・ファイルに記録されます。
有効な値は次のリストのとおりです。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
v 6 - 致命的

CC_ORA_NLS_LANG_ENV
コネクターが Oracle クライアント環境を初期化するときに NLS_LANG 文字セッ
トが使用されるかどうかを指定するには、この環境変数を設定します。
デフォルト値は FALSE です。この変数の値が TRUE の場合は NLS_LANG 文字
セットが使用され、そうでない場合は UTF-16 文字セットが使用されます。この環
境変数の値には大/小文字の区別はありません。

CC_ORA_NODE_PLACEHOLDER_NAME
SQL ステートメント内で処理ノード番号を表すための大/小文字の区別がある値を指
定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数は、ユーザー定義 SQL ステートメントの WHERE 節の中でプレース
ホルダーとして使用され、ユーザーが各ノードで異なるステートメントを実行でき
るようにします。この環境変数の値は、ステートメントが現在実行されているノー
ドに置き換えられます。

CC_ORA_NODE_USE_PLACEHOLDER
コネクターが、処理ノード番号のプレースホルダーを、処理ノードで実行する SQL
ステートメント内で現行処理ノード番号に置き換えるかどうかを指定するには、こ
の環境変数を設定します。
この変数の値が TRUE の場合、コネクターはプレースホルダーを置き換えます。こ
の環境変数の値には大/小文字の区別はありません。
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CC_ORA_NULL_CHAR_ACTION
入力データに NULL 文字が含まれている場合の動作を定義するには、この環境変数
を設定します。
この環境変数は、Oracle Connector ステージがパラレル・キャンバスで実行されて
いる場合にのみ適用され、 Char、VarChar、LongVarChar、NChar、NVarChar および
LongNVarChar の各 InfoSphere DataStage タイプのフィールドにのみ適用されま
す。
この環境変数は以下の値に設定できます。
TRUNCATE
コネクターは、NULL 文字を、入力リンクで取得した文字データ内の値ター
ミネーターとして扱います。切り捨てられた値の長さがゼロの場合、ターゲ
ットに NULL が挿入されます。
FAIL

コネクターは、入力データ内で NULL 文字を検出すると、致命的エラー・
メッセージをログに記録し、ジョブを停止します。このエラー・メッセージ
では、NULL 文字が含まれていたフィールドが示されます。

この環境変数の値が定義されていないか、別の値に設定されている場合、NULL 文
字は他の文字と同じように処理されます。値は NULL 文字と一緒に Oracle に渡さ
れます。この動作は、コネクターのデフォルトの動作です。この環境変数が
TRUNCATE または FAIL に設定されている場合、LongVarChar および LongNVarChar
データ・タイプの列は、それぞれ、VarChar および NVarChar データ・タイプの列
として処理されます。
CC_ORA_NULL_CHAR_ACTION 環境変数は、 Oracle Enterprise ステージから Oracle
Connector ステージにマイグレーションされたジョブでのみ、Oracle Enterprise ステ
ージとの動作の整合性を保つ目的で使用してください。あるいは、この切り捨て動
作に依存するマイグレーション後のジョブを、コネクターのデフォルト動作で正し
く機能するように更新することもできます。コネクターのデフォルト動作は、入力
リンクからの文字データを NULL 文字も含めてデータベースに渡すことです。この
環境変数を FAIL に設定すると、入力データに NULL 文字が含まれているジョブの
検出に役立ちます。

CC_ORA_OPTIMIZE_CONNECTIONS
ジョブ・セットアップ・フェーズ中に、「表のアクション」 操作または「BEFORE
SQL」 操作が完了した後でコンダクター・ノードの SQL セッションを Oracle サ
ーバーから切断するには、この環境変数を設定します。
ジョブの終わりに、コネクターは、「AFTER SQL」操作またはバルク・ロードの
後に発生する操作を実行するため、もう一度 Oracle サーバーに接続します。この環
境変数が TRUE 以外の値に設定されている場合、コネクターは、ジョブ実行時に
Oracle 接続を接続されたまま保ちます。この環境変数の値には大/小文字の区別はあ
りません。
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CC_ORA_PRESERVE_DATE_TYPE_NAME
Oracle DATE データ・タイプが InfoSphere DataStage の Date データ・タイプとし
てインポートされるかどうかを指定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数が TRUE に設定されている場合、Oracle DATE データ・タイプは
Date データ・タイプとしてインポートされます。デフォルト値は FALSE であり、
Oracle DATE データ・タイプは Timestamp データ・タイプとしてインポートされ
ます。

CC_ORA_ROWS_REJECTED_MSG_INFO
リジェクト・リンクに送信されたレコードの数を報告するメッセージの重大度を指
定するには、この環境変数を使用します。
この環境変数が TRUE に設定されている場合、リジェクトされたレコードの数を報
告する Oracle Connector メッセージは、情報メッセージとしてログに記録されま
す。この環境変数が FALSE に設定されているか、または定義されていない場合、
コネクターはメッセージを警告としてログに記録します。

CC_ORA_UNBOUNDED_BINARY_LENGTH
デザイン・スキーマで長さが定義されていない InfoSphere DataStage の Binary 列と
VarBinary 列に対してコネクターが使用するデフォルト長をオーバーライドするに
は、この環境変数を設定します。
この環境変数が正整数値に設定されている場合、コネクターはその値を、デザイ
ン・スキーマで長さが定義されていない Binary 列と VarBinary 列の長さ (バイト単
位) として使用します。この環境変数は、ソース、ターゲット、および要求コンテ
キストに適用され、コネクターが DDL ステートメントを生成するときにも適用さ
れます。
この環境変数が定義されていない場合、コネクターはデフォルト値である 4000 バ
イトを長さとして使用します。従来の Oracle ステージは長さが定義されていない列
に対して異なるデフォルト値を使用していたため、この環境変数はマイグレーショ
ンされたジョブがある場合によく使用されます。

CC_ORA_UNBOUNDED_STRING_LENGTH
デザイン・スキーマで長さが定義されていない InfoSphere DataStage の
Char、VarChar、 NChar、および NVarChar 列に対してコネクターが使用するデフォ
ルト長をオーバーライドするには、この環境変数を設定します。
この環境変数が正整数値に設定されている場合、コネクターはその値を、デザイ
ン・スキーマで長さが定義されていない Char、VarChar、NChar、および NVarChar
列の長さ (バイト単位) として使用します。この環境変数は、ソース、ターゲット、
および要求コンテキストに適用され、コネクターが DDL ステートメントを生成す
るときにも適用されます。
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この環境変数が定義されていない場合、コネクターはデフォルト値である 4000 バ
イトを長さとして使用します。従来の Oracle ステージは長さが定義されていない列
に対して異なるデフォルト値を使用していたため、この環境変数はマイグレーショ
ンされたジョブがある場合によく使用されます。

CC_ORA_XMLTYPE_CSID_BLOB
XMLType を BLOB データ・タイプとして作成していて、かつ、「LOB 参照を可
能にする」プロパティーが「はい」に設定されている場合に使用される文字セット
ID を指定するには、この環境変数を設定します。
この環境変数には、有効な Oracle 文字セット ID を設定する必要があります。この
環境変数のデフォルト値は、NLS_LANG 環境変数で定義されている文字セットで
す。

CC_SE_TIMESTAMP_FF
コネクターがサーバー・ジョブ内で実行されているときに、小数点および小数桁が
タイム・スタンプ値に含まれるかどうかを指定するには、この環境変数を設定しま
す。
この環境変数に設定された値が、NONE、MICROSECONDS、または SCALE 以外の
値である場合は、この環境変数が設定されていない場合と同じ動作になります。こ
の環境変数の値では大/小文字が区別されます。この環境変数が設定されていない場
合、ジョブによって生成されるタイム・スタンプ値の末尾には小数点と 6 桁の小数
桁が含まれます。
この環境変数は以下の値に設定できます。
NONE 末尾の小数点および小数桁の両方が省略されます。
MICROSECONDS
末尾の小数点および 6 桁の小数桁が含まれます。
SCALE
末尾の小数点および S 桁の小数桁が含まれます。ここで、S は、タイム・
スタンプ列の定義にあるスケール属性の値を表します。この列に対してスケ
ール属性値が定義されていない場合、スケール属性値はゼロであると想定さ
れます。

CC_TRUNCATE_STRING_WITH_NULL
ストリング 0x00 が含まれているストリング・データを切り捨てるには、この環境
変数を設定します。
この環境変数の値が設定されている場合、入力データに NULL 文字が含まれている
と、入力データは 0x00 で切り捨てられ、ストリングの残りの部分は除去されま
す。この環境変数は、Char、VarChar、および LongVarChar の各 InfoSphere
DataStage タイプのフィールドに適用されます。

192

接続ガイド: Oracle データベース編

CC_TRUNCATE_NSTRING_WITH_NULL
ストリング 0x00 が含まれているストリング・データを切り捨てるには、この環境
変数を設定します。
この環境変数の値が設定されている場合、入力データに NULL 文字が含まれている
と、入力データは 0x00 で切り捨てられ、ストリングの残りの部分は除去されま
す。

CC_USE_EXTERNAL_SCHEMA_ON_MISMATCH
デザイン・スキーマと外部スキーマが一致しないときにデザイン・スキーマではな
く外部スキーマを使用するには、この環境変数を設定します。
このスキーマは、スキーマ調整のために使用されます。この環境変数の値が設定さ
れている場合、動作は古いバージョンと変わらず、同じままになります。

第 8 章 環境変数: Oracle Connector

193

194

接続ガイド: Oracle データベース編

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

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

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

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。

© Copyright IBM Corp. 2008, 2014
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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。
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付録 D. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 37. 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 38. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証

特記事項および商標

209

表 38. 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
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索引
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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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